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事 業 報 告 書 





１．令和元年度事業報告総括 

（１）財団全体の取組

せたがや文化財団は、世田谷区の文化・芸術振興のパートナーとして、連携を深め、幅広い文化・

芸術事業の展開と多様な文化創造活動や市民・交流活動の支援の実現に向け、取り組んできた。 

令和元年度のせたがや文化財団は、年度の前半では、全国各地でも上演したシアターでの「キネマ

と恋人」や、文学館での「原田治展」を開催することができ、多くの来館者等に喜ばれるものとなった。ま

た、東京２０２０大会を前に、関連する企画展を開催するなどの取組も行うことができた。しかし、年度の

後半は、１０月の台風１９号や、年明けから現在も続いている新型コロナウイルス禍により、財団運営は

甚大な影響を受けている。台風１９号では、強風と大雨による公共交通機関の運行停止などにより、音

楽事業部のコンサートやシアターでの上演の一部は中止を余儀なくされた。また、新型コロナウイルス

禍では、令和２年２月末に、区から「合唱や吹奏楽、向かい合って話し合う場面があるイベント」は延期

または中止との判断基準が示され、シアターの「お勢、断行」や音楽事業部の３公演は中止となった。

さらに、令和元年度末日から、財団が運営する施設は、区から「安全な利用が困難である」と判断され

たため全館休館となり、全ての事業の中断、中止、延期という状況が生じている。財団にとって経験し

たことのない事態となっており、これらのことから、財団全体の事業参加者・施設入場者数は、前年度

比で約８万人の減となった。財務面では、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」

（以下「認定法」という。）に定める公益目的事業比率（注）は概ね９９％であった。損益は、経常収益が

２５億４,２６９万余円、経常費用が２５億６,４４０万余円で、当期経常増減額は２,１７１万余円の減となっ

た。当期経常増減額は前年度に比して大幅に減ったが、認定法に定める収支相償の観点からは適正

な範囲の数値である。また、組織運営面では、新たな国際施策推進のため、令和２年度にスタートする

国際事業部の設置に向け、１月に開設準備のための組織「国際事業推進担当」を設置し、取組を進め

た。そのほか、令和２年度から労働者の労働環境の均衡等を図るための「改正短時間・有期雇用労働

法」が施行されることから、財団運営の基盤となる職員の服務環境の整備に取り組んだ。 

 新型コロナウイルス禍による影響は暫く継続し、また、収束後も元に戻るには時間も必要と想定する。

財団は、区や区民、利用者、関係団体等と連携し、文化・芸術が持つ力を最大限発揮できる様に準備

し、区民、利用者の支えの一助となるように取り組む。 

（注）公益目的事業比率： 公益法人の活動全体における公益目的事業活動の割合がその費用額において、５０％以

上であることを求めるもの（認定法第 15 条） 

各事業部の事業参加者・施設入場者数の推移(人) 

年度 生活工房 
パブリックシ

アター
音楽事業部 美術館 文学館 合計 

令和元年度 113,845 228,234 5,331 259,088 252,502 859,000 

平成 30 年度 132,017 220,974 16,158 302,460 267,931 939,540 

平成 29 年度 135,222 225,035 8,392 373,408 172,363 914,420 

平成 28 年度 136,230 220,508 9,536 346,589 141,150 854,013 

平成 27 年度 140,946 220,356 14,696 347,240 152,305 875,543 

（世田谷アートタウン「三茶 de 大道芸」は含まず） 
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（２）各事業部事業

≪世田谷文化生活情報センター≫ 

① 生活工房

生活工房では、「暮らし×デザイン」を切り口に、生活の原点にあるものを見据えつつ、ジャンルや形

式にとらわれない幅広いテーマで展覧会、ワークショップ、セミナー等を実施した。２月から３月にかけ、

新型コロナウイルスの影響により、国及び区の方針に従い、一部の事業を中止した。 

公１－２「文化芸術の啓発、体験に資する展覧会」 

２フロアの会場を有機的に使い、観る、聴く、話す、感じる、体験するなど、参加型の特徴を生かした

展覧会を開催した。「東京スーダラ―希望のうたと舞いをつくる」では、震災からオリンピックまでのはざ

まにある日々を見つめ、未来を展望すべく、東日本大震災の被災地で活動してきた３人のアーティスト

とプロジェクトを展開した。公募の市民リサーチャーらとともに活動する中から生まれたテキスト、映像、ド

ローイングの展示やダンスパフォーマンスなどを行い、言語／非言語により「今」を表現した。世田谷区

内の家庭に眠る８ミリフィルムを収集、公開、保存する５年間の取組を総括する展覧会「世田谷クロニク

ル 1936-83」では、デジタル化した８４巻の映像の上映と、フィルム提供者が語った生活史を紹介する

展示とともに、対話型の鑑賞会を企画し、記録と記憶が互いに作用しあうアーカイブの在り方を提案し

た。 

そのほか、生活工房ギャラリーでは「世田谷線にのって展」、「プライベート・コレクション展」「トルコ・ト

カットの木版バスク展」「家族って しまおまほと家族、その記憶と記録」「プレーバック、プレーパーク！」

展など、身近な地域の題材を掘り下げたり、異文化に目を向けたり、多様な視点で企画した展覧会を

行った。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

体験を通じて対話が生まれたり、生活に新たな発見があるようなプログラムを、子どもから高齢者まで、

幅広い層に向けて実施した。ワークショップ「日常を見限らない」では、前年度の「音」「身体」に続き「匂

い」をとりあげた。「哲学対話―PARA SHIF（パラシフ）」は、前年に続き街のカフェを会場に開催した。こ

れらの事業は映像記録を制作してホームページで公開し、形の残らない事業の記録、発信に力を入れ

た。 

夏休みの「子どもワークショップ」は、次世代を担う子どもたちに向け、デザイン、サイエンス、食などの

テーマで子どもたち自身が考え、体験し、表現するワークショップを行った。また、１０代向けの講演会

では、孤独を解消する分身ロボットの設計者を講師に招き、かっこいい先輩世代の生き方に触れる機

会を提供した。 

公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

「第６回世田谷区芸術アワード“飛翔”」の生活デザイン部門の募集を行い、外部委員による一次選

考を経て「未来に伝えるせたがや今ばなし」を選定した。令和２年度、区民参加によるワークショップを

行い、その成果物からアーティストが絵本を制作し、秋に展示発表を行う。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

２０１９年春号から季刊「生活」としてリニューアルした情報誌では、イベント情報だけでなく特集やコラ

ムなど事業の内容や地域の人や物ごとにふみ込む記事を充実させ、国際化を考慮して主要な情報に
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は英文を併記した。また、視覚性を重視した年度事業報告「アニュアルレポート」を発行。「ウェブサイト」

もリニューアルし、スマートフォンへの対応、および主要な情報への英文併記を開始した。また、新聞等

報道機関への情報提供をいっそう強化し、SNS による情報発信も積極的に行った。 

公１－７「国際交流のための文化芸術事業」 

異文化への理解を深める事業として、展覧会「〈すわる〉を旅する―アジアとアフリカの、あの坐り方と

低い腰かけ」を開催した。アジア、アフリカ各地で撮影された貴重な写真と低い腰かけの展示や身体ワ

ークショップなどを通じ、多面的に「しゃがむ」文化と暮らしを考察した。 

公２－１「市民活動の支援及び振興に関する事業」 

市民グループの活動の場として「市民活動支援コーナー」を運営するとともに、市民活動団体の運

営に関する相談事業を行った。より多くの活動団体が利用できるよう、利用ルールの見直しと施設の改

修について区所管課と検討を重ねた結果、２０２０年４月のリニューアルが決定した。また、市民活動団

体を対象にした「NPO・市民活動のためのステップアップ講座～組織づくりのためのヒント/コツを学ぼ

う！」では、市民活動における「広報」に焦点をあて、連続講座を世田谷区との一部共催により開催し

た。 

地域に根差したイベントとして定着している手づくりアートの“のみの市”「世田谷アートフリマ」を春・

秋の２回開催し、区内のアーティストやクラフト作家、区民の交流を支援した。 

 

 

② 世田谷パブリックシアター 

世田谷パブリックシアターは、１９９７年に開場し、主劇場（世田谷パブリックシアター）とシアタートラム

の２つの劇場と大小３つの稽古場を中心に、「新しい作品とレパートリーの創造」、「国際的な共同制

作」、「地域や学校その他の区内施設との連携」、「普及啓発・人材養成事業」、「国内の公共劇場との

連携」等を柱に、国内外に発信する創造型の公共劇場として活動している。 

公１－１「文化芸術の振興に資する展覧会、公演等の企画・実施及び調査研究」  

国内演劇創作事業として、主劇場で３本、シアタートラムで１本の作品を上演した。主劇場では６月

に『キネマと恋人』、１０月に『終わりのない』、１～２月に『メアリ・スチュアート』、トラムでは７月に『チック』

を上演。また、『キネマと恋人』、『終わりのない』は、全国各地でも上演し、好評を得た。これに加え、２

～３月には主劇場で『お勢、断行』を上演する予定であったが、新型コロナウイルスの影響で中止を余

儀なくされた。 

 上演作品はいずれも意欲作であり、高い評価をいただいた。『終わりのない』の演技により、山田裕貴

が文化庁芸術祭賞 演劇部門 関東参加公演の部で新人賞、また、前年度事業になるが、『チャイメリ

カ』で服部基が第２７回読売演劇大賞 最優秀スタッフ賞を受賞した。 

恒例の「MANSAI◎解体新書」は、５月に第２９回を実施。さらに、特別版として、新作パフォーマンス

と各回異なるゲストによるトークの二部構成とした『５W１H』を７月に上演した。 

夏休み期間には、“こどもプロジェクト“として、コンドルズのダンス公演『Don’t Stop Me Now』とともに、

恒例となった「日野皓正 presents “Jazz for Kids”」や子どもとおとなのための読み聞かせ「お話の森」も

実施した。 
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公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

高齢者施設や障害者施設を訪問して行う「＠（あっと）ホーム公演」については、本年度は６月に新

作『チャチャチャのチャーリー～１０周年だよ、チャーリー誕生秘話～』を１６ヵ所で実施し、劇場になか

なか足を運べない多くの皆さんに楽しんで頂く機会となった。また、区教育委員会の受託事業として、

区立小学校全校の６年生を対象に、古典芸能である狂言鑑賞とワークショップを組み合わせた「古典

芸能鑑賞教室」を実施し、伝統的な文化に触れる機会を提供した。 

コミュニティプログラムや学校プログラムでは、年間を通じて、劇場や区内小・中学校で積み重ねてい

る多種多彩なワークショップ事業をさらに充実させた。広く区民全般に向けたもの、子どもたち、子育て

世代、教員・教育者、これからの演劇・ワークショップを担う人たち向けのものなど、対象に応じて形式

や内容を工夫し、通年にわたってワークショップ、レクチャー、研究会などを展開した。 

開場以来の区民参加型企画「地域の物語」は、長期間ワークショップを重ねるとともに、昨年度に引

き続き、シンガポールと国際交流も進めていたが、３月に予定していた発表会は新型コロナウイルスの

影響で中止となった。 

公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

開場以来、区民が舞台に立つ機会として恒例となっている「フリーステージ」をゴールデンウィーク期

間に実施した。本年度は音楽部門１５団体、バレエ部門９団体、ダンス部門４０団体の区民が参加し、

日頃の舞踊や音楽の練習の成果を発表した。また、若い演劇人の発掘と育成を目的とした「シアタート

ラム ネクスト・ジェネレーション vol.１２」は、公募で選ばれた“悪い芝居”が『ミー・アット・ザ・ズー』を上

演した。 

公１－５「地域交流のための文化芸術事業」 

 秋の恒例事業となった、世田谷アートタウン「三茶 de 大道芸」が２３年目を迎え、三軒茶屋の街一帯

で実施された。本年度は天候にも恵まれ、約２０万の人たちにご参加いただき、地域に大きな賑わいと

経済効果をもたらした。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

ホームページや広報紙誌、マスコミ媒体等を通じて、劇場の活動を広く区民等に発信した。また、学

芸事業の紹介冊子『CarroMag』も発行した。 

公１－７「国際交流のための文化芸術事業」 

国際交流事業としては、世田谷アートタウンの関連企画として、フランスの現代サーカスを牽引する、

ラファエル・ボワテル率いるカンパニー ルーブリエの話題作『When Angels Fall/地上の天使たち』を上

演した。３月にはベルギーを拠点に、世界で活躍するパフォーマンスグループ、ピーピング・トムの『マザ

ー』を上演する予定であったが、新型コロナウイルスの影響で中止となった。 

③音楽事業部

公１－１「文化芸術の振興に資する展覧会、公演等の企画・実施及び調査研究」 

「せたがやジュニアオーケストラ オータムコンサート」は、台湾遠征を終えて、意気も上がるメンバー

の成果を示す場となるはずだったが、台風１９号の影響を受け、中止を余儀なくされた。「室内楽シリー

ズ」は２企画。岡田知之パーカッション・アンサンブルは、様々なルーツを持つ打楽器の魅力を紹介した。
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同日の午前中に実施した子ども向け公演では、内容を１時間に凝縮して、子どもも大人も楽しませた。

竹澤恭子ヴァイオリン・リサイタルは、エドアルド・ストラッビオリのピアノ伴奏を得て、世界的奏者の実力

をまざまざと感じさせる機会となった。日本の伝統音楽を紹介する「シリーズ和・華・調」は、地歌・箏曲・

京舞、富山清琴の世界。井上安寿子の舞、小島美子のお話を交えながら、人間国宝の至芸を届けた。 

世田谷フィルハーモニー管弦楽団と世田谷区民合唱団による「せたがや名曲コンサート」は、新進

気鋭の指揮者・石川星太郎を迎えて、ベートーヴェン・イヤーにふさわしく『第九』を演奏する予定だっ

たが、新型コロナウイルスの影響により、中止となった。「連携コンサート」では、世田谷区と連携・協力

の包括協定を結ぶ川崎市が行う『かわさきジャズ２０１９』に協力。ミュージシャンを派遣した。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

宮川彬良スペシャル・プロデューサーが所長となり、進行する「せたがや音楽研究所」は、“かなり大

胆な”音楽史がテーマ。脳科学者の茂木健一郎をゲストに、２つのボーカル・グループと公募の合唱団

を従えて、ユニークな音楽論を展開した。「Let's Sing ゴスペル！２０１９」は、講師陣を一新。日程の制

約がある中、ワークショップ参加者の衰えぬ人気、高まる期待に、新たに事前学習用の資料を用意す

るなどして応えた。 

オリンピック・パラリンピック関連事業として実施してきた「Setagaya 太鼓塾」のプロジェクト。塾生の子

どもたちの意欲に、林英哲塾長、英哲風雲の会の指導にも熱がこもった。東京２０２０大会１年前に合

わせて開いた『２０２０カウントダウン・コンサート～せたがや和の音楽祭』では、吹奏楽と共演、たいへん

な人気を呼んだ。しかしながら、大会の延期に伴い、春休みワークショップを前に、プロジェクト自体も

中止に追い込まれた。 

「せたがやジュニアオーケストラ」は、初の海外遠征に挑戦。台湾に出かけて、高雄市交響楽団附設

青少年交響楽団との交流コンサート『千里音縁』を成功させた。１０周年を祝う１年間、「キネコ国際映

画祭」のコンサートを担ったり、記念に委嘱した新作品に取り組むなど充実した活動を行った。ベテラン

の円光寺雅彦を指揮に迎え、バラエティに富む選曲を準備していた「第１０回定期演奏会」は、新型コ

ロナウイルスの影響で、中止の憂き目に遭った。 

「学校へのアウトリーチ」は、昨年度評判となった「せたがや音楽研究所 in 中学校」を継続。本格的

な音響装置が運び込まれた体育館に響く、宮川彬良の音楽とトークは、中学生の心をとらえた。 

公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

「せたがやバンドバトル」は、テープ審査の段階から、レベルの向上が著しく、区内ライブハウスでの

予選は、非常な激戦となった。世田谷で活動するバンドにとって、決勝大会に出場し、グランプリを取る

ことが、ひとつの目標となってきた様子がうかがわれた。 

「世田谷区民音楽団体の支援」では、引き続き、世田谷フィルハーモニー管弦楽団、世田谷区民合

唱団、世田谷区民吹奏楽団の３団体の活動を活性化するため、支援を行った。新型コロナウイルスの

対応では、綿密に連絡を取り合った。区民合唱団は、新しい音楽監督に坂本秀明を迎えた。 

若手アーティストの多彩な文化・芸術活動を支援する「第６回世田谷区芸術アワード“飛翔”」の募集

を行い、音楽部門は、シアタートラムで実施可能な演奏会の企画を募った。意欲的な企画が多数寄せ

られた中、座・草月×UNT JAZZ Quartet を受賞者に決定した。 

公１－５「地域交流のための文化芸術事業」 

音楽に接する機会の少ない人たちに、気軽に音楽を楽しんでいただく「まちかど・まちなかコンサー
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ト」」は、大人気の「コトコトさんのドレミ図書館」を継続。対象年齢を分ける試みを行った。好評を博し、

世田谷区教育委員会から委託を受けて、保育園、幼稚園でも実施した。 

「せたがや音楽プロジェクト」は、「サッチモとディズニー～楽しいデキシーランド・ジャズの世界」と題し、

外山喜雄とデキシ―セインツを特集した演奏会の他、演歌歌手と落語家を２人ずつ集めた「音楽は 

自由をめざす Vol.６～艶歌と艶話」を開催。独自の視点を持って、地域からの音楽を発信した。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

「音楽事業部広報」活動は、随時改善を進めている。財団全体で行う広報と「せたおんイベント」やホ

ームページなど独自に行うものと効率的な連携を図った。演奏会や施設の情報提供を担う「せたがや

音楽通信」は、紙面構成や発行のサイクルを見直し、アンケートを行って、いっそうの充実を図った。 

≪世田谷美術館≫ 

公１－１「文化芸術の振興に資する展覧会、公演等の企画・実施および調査研究」 

平成３１／令和元年度の主要事業を挙げれば、企画展では前年度から継続の「田沼武能写真展  

東京わが残像 1948-1964 」（平成３１年２月-４月）、「ある編集者のユートピア 小野二郎：ウィリアム・

モリス、晶文社、高山建築学校」（４月-６月）、「高橋秀＋藤田桜 ―素敵なふたり」（令和元年７月-９

月）、「チェコ・デザイン１００年の旅」（９月-１１月）、「奈良原一高のスペイン ―約束の旅」（１１月-令和

２年１月）、「村井正誠 ―あそびのアトリエ」（２月-４月）を開催した。これらの展覧会のジャンルは多岐

にわたり、生活のなかの美術や芸術のありようや、また、暮らしの楽しみかたを提案する展覧会になった。  

そして 、ミュージアム コレクションでは「それぞれのふたり 池田良二と海老塚耕一」（４月-７月）、

「森芳雄と仲間たち」（８月-１１月）、「受け継がれる工芸の技と心 ―そして現代へ」（１２月-令和２年４

月）を開催した。分館においても、ミュージアム コレクションとして、各館２回の展覧会を開催した。いず

れも、世田谷美術館の収蔵品を活用した内容、構成となり、収蔵品を大いに活用することができた。 

しかしながら 、新型コロナウイルス感染症の影響から、令和２年３月３１日より本館、分館とも臨時休

館に入り、展示期間などが短縮される結果となった。 

調査研究は、各展カタログへの執筆、各種データの掲載などに反映し、さらに『世田谷美術館紀要』、

『世田谷美術館年報』などの刊行を通じて発表した。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

世田谷美術館は開館以来、区立小中学校との連携を深め「鑑賞教室」を実施してきた。対象として

小学生は第４学年、中学校は第１学年である。この事業の実施にあたっては東京学芸大学との連携で、

インターン生による各校への出張授業を実施し、また約４００名が登録する鑑賞ボランティアの参加と協

力を得ている。また、同じく開館以降継続している「美術大学」についても充実の度合いを高め、その

卒業生たちが友の会や鑑賞ボランティアに参加するなど、良き循環作用を得ている。小学生から中高

年までを包括する各種事業の展開によって、当館は生涯学習の場としての機能も果たしているといえ

る 。 

公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

世田谷区の事業として長年にわたって開催されてきた「区民絵画展」、「区民写真展」が当財団に移

管されてしばらく時を経たが、両事業への参加者数はほぼ横ばいである。昨今はデジタル技術の進歩
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により、私たちの日常生活にもさまざまな変化が生じ、ウェブ環境の向上からインターネット上での作品

発表や発信も盛んである。しかし、実際に作品を描き、題材を求めて写真を撮ることを楽しみとする区

民も多いことから、両展を隔年開催としつつも、この事業を継続している。また、区民ギャラリーの運営も

好調であり、多くの利用者を得ており、こうした事業は当館への関心を深めてもらう契機ともなっている。  

公１－５「地域交流のための文化芸術事業」 

世田谷美術館の前庭を中心として毎年開催している「さくら祭」は、当館の春の恒例行事として定着

し（令和元年度は中止）、日常的に美術館活動を支援してくれている友の会会員と鑑賞ボランティアた

ちが交流する場ともなっている。さらに公園への来園者が美術館に立ち寄るきっかけともなっている。そ

のほかに近隣で開催される「緑化まつり」、「用賀サマーフェスティバル」への支援、参加を実施してきた。

また昭和女子大学、成城学園などの区内にある大学や、玉川髙島屋、成城コルティといった商業施設

ともコラボレーションを重ねている。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

インターネットは、もはや日常生活において必要不可欠な情報提供、情報共有ツールとなっている。

当館のホームページは、平成２９年度に全面的なリニューアルを実施し、本年度も改善を進めてきた。

フェイスブック、ツイッターなどにも即時情報としてセタビブログを発信し、また多言語化機能、動画での

企画紹介機能、過去の事業のアーカイブズの整備を進め、幅広い情報提供を展開した。またスマート

フォンに対応する仕様としたことで、アクセス数の増加、ホームページ内での滞留時間増につながり、当

館からの情報提供が従前よりも広がっている。新型コロナウイルス感染症の影響により臨時休館を行う

ことについての情報発信にも効果を発揮した。 

 

 

≪世田谷文学館≫ 

公１－１「文化芸術の振興に資する展覧会、公演等の企画・実施及び調査研究」  

令和元年度の企画展は、東京２０２０大会を前に、日本文化の多彩な魅力を顕彰する観点からマン

ガ、デザイン、SF、歌舞伎それぞれのジャンルでひとつの時代を築いた作家、アーティストを取り上げた。 

「萬画家・石ノ森章太郎展」は、万物を表現できるメディアとして《萬画》を提唱した世界一多作なマ

ンガ家・石ノ森章太郎の活動を、石ノ森萬画館（石巻市）の、東日本大震災からの復興のドキュメントと

ともに紹介した。 

「原田治展 <かわいい>の発見」は、１９７０年代後半から９０年代にかけて、女子中高生を中心に爆

発的な人気を博した文具や雑貨の「オサムグッズ」を生み出した原田治の多方面にわたる創作活動を

紹介する全国巡回展として企画した。会場内は全て写真撮影可とし、来場者の拡大を図った。関連イ

ベント「ＯＳＡＭＵ ＧＯＯＤＳ 見せびらかし会」では、持参した「特別な１点」について語り合う参加者の

姿が見られた。本展は当初予想を大きく上回り約３６,０００人の入場者となった。 

 「小松左京展－Ｄ計画－」のタイトル「Ｄ計画」とは、小松左京の代表作『日本沈没』の作中で遂行さ

れるプロジェクト名である。人類と宇宙の関係性や人類が引き起こす戦争や、自然災害、疫病など大い

なる災い＝disaster にどう向き合うべきかを追及し続けた小松の文学を、「Ｄ計画」として読み直そうとい

う試みでもあった。発表から数十年が経過し、今や身近に迫った危機としての disaster を、膨大な知識

と調査のもとに作家的想像力を駆使して書き上げた小松の先見性を再評価する感想を多くいただいた。 
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 「六世中村歌右衛門展」は、当館では初めての古典芸能ジャンルへのチャレンジでもあった。戦後の

歌舞伎を隆盛に導いた一人であり、稀代の女方として伝説的な存在でもある。世田谷美術館の協力も

得て、日本画の大家たちが描いた「助六」の裲襠、美術品のコレクションなども展示、不世出の女方の

人と芸を紹介した。コロナ禍の中、「こういう時は、好きなもの、美しいものを観るに限る」と、往年のファ

ンから最近歌舞伎を観るようになった若い世代まで、幅広い層が足を運んでくださったことに、心から感

謝したい。本展は感染拡大防止のため、残念ながら３月２９日で閉幕となった。 

コレクション展は、前期は長く世田谷に住み、「日本のクリスティ」とも称された仁木悦子のコレクション

を推理作家と童話作家の両面から紹介した。交友のあった寺山修司からの若き日の書簡も初公開した。 

後期は１９２０年代から３０年代にかけ、多くの探偵小説作家を輩出した雑誌「新青年」と横溝正史、

海野十三、小栗虫太郎ら世田谷ゆかりの作家たちの交流を紹介した。前後期ともミステリーファンを中

心に好評を得た。 

本年度は、作家・石川淳の「鷹」『夷齋清言』一式など代表作の原稿、諸家書簡など貴重な文学資

料約５００点を受贈、デジタル画像の撮影などを進めた。またホームページ上での「コレクション検索」サ

ービスに向けて一部収蔵品の公開用データの点検・整備を行った。 

公１－３「文化芸術の啓発、体験、支援などの教育普及活動」 

出張展示や館の内外でワークショップなどの活動を行う「どこでも文学館」は、今年度はのべ３３回の

出張展示と２１回のワークショップを実施し、あわせて１２８,４７２人の参加者・利用者があった。今年度

は教育委員会の委託を受け、初めて幼稚園、保育園各１園で出張展示を実施した。絵本作家・宮西

達也の作品世界を紹介する展示を観て絵本を購入したという保護者や、ぜひまた展示を希望したいと

いうスタッフの感想が寄せられた。また、新規出張展示キットは、「原田治  OSAMU’Ｓ ＭＯＴＨＥＲ 

ＧＯＯＳＥ」「大竹英洋 ノースウッズ －生命を与える大地－」の２セットを制作した。 

一人の作家を複数の視点から多角的に顕彰する連続講座は、「遠藤周作  神に問いかけつづける

旅」を開催。研究者を中心とする専門的な内容ながら、熱心にメモをとる受講者の姿が印象的であった。

全５回の講座記録は慶応大学出版会から刊行予定である。 

公１－４「文化芸術活動の発表の機会の提供」 

応募要項を大幅に変更した「第６回世田谷区芸術アワード“飛翔”」は、これまでで最多の５５作品が

集まり、熾野優氏の「光暈」が受賞作に決定した。登場人物３人の「近くて遠い不思議な距離感がいい」

とは外部審査員の作家青野聰氏による選評である。第３５回となる「世田谷文学賞」は、詩、短歌、俳

句、川柳、随筆の５部門を募集。質の高い作品が集まった。 

公１－６「文化芸術の活性化を図るための情報提供」 

年３回の世田谷文学館ニュースの発行はじめ、ホームページや印刷物、ＳＮＳを活用した情報発信

を積極的に行い、広報サービスの向上を図った。また、地域の祭りやセタブンマーケットなどを通して、

地元商店街との相互協力、連携を進めている。 
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２．事業実績　

(１) 世田谷文化生活情報センター 生活工房

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

映像のフィールドワーク展

　半世紀以上前に世界中の人や動植物等の営みを記録した「エンサイクロペディア・シ
ネマトグラフィカ」(EC)の映像群から「音楽」「料理」などのキーワードで集めた約70作品を
各所に投影する、体験、参加型の展覧会。会場では連日、映像の中の行為を実際に
やってみるワークショップなどを開催した。

 (3月16日)～4月7日 無料 2,983 300
生活工房ワーク
ショップルーム、
ギャラリー

希望のうたと舞いをつくる―東京
スーダラ2019

　震災後、オリンピック前の日々の暮らしをテーマにした展覧会。大学生～社会人のリ
サーチメンバー(公募)が東京に暮らす人々に「震災」「家」「友だち」「老い」をテーマに聞
き書きを行い、対話しながら記録活動を行った。それをもとに作家が、言葉・絵画・映像・
ダンス作品を制作し、展覧会として発表した。

2年
1月25日～2月16日

無料 2,684 3,000
生活工房ワーク
ショップルーム、
ギャラリー

世田谷クロニクル 1936-83
　(映像アーカイブ2019)

　2015年から展開している8ミリフィルムのアーカイブプロジェクト「穴アーカイブ」。本プロ
ジェクトの成果として公開している84巻の映像を紹介する展覧会を開催した。会場では、
フィルム提供者のオーラル・ヒストリーを音声や年表でも紹介した。

　2年3月14日～4月5日
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、関連
イベントは全て中止、展
示は3月30日まで開催。

無料 1,337 2,550
ワークショップルー
ム、生活工房ギャラ
リー

【生活工房ギャラリー2019】
　日常の暮らしの中から紡ぎ出したテーマで、幅広い世代が楽しめる展示事業を展開し
た。

①世田谷線にのって展

　三軒茶屋と下高井戸を結ぶ電車、東急世田谷線の50周年にちなみ、地域と電車のあ
ゆみを振り返る展覧会を開催した。世田谷線の部品や記録映像など約80点の資料を展
示し、玉電から続く、世田谷線の歴史を紹介。また世田谷線研究家の協力のもと、電車
に関する豆知識や沿線のまちの魅力を写真やパネルで紹介した。会期中は、子ども向
けの電車のペーパークラフトワークショップ、世田谷線貸切の音楽イベントも開催した。

4月27日～5月26日 無料 7,356 3,000
生活工房ギャラリー
他

②プライベート・コレクション展

　世田谷区内の個人宅で飾られている美術作品に着目した展覧会。美術家・藤井龍がこ
れまで手掛けてきたプロジェクトをベースに、生活工房で展開した。
今回、取材した個人宅は18軒。会場では、18人の作品所有者へのインタビュー映像、飾
られている美術作品を写した室内写真、そして実際の美術作品を展示した。また、本展
のカタログをワークショップで製作した。

6月15日～7月15日 無料 4,676 3,000
生活工房ギャラリー
他

③トルコ・トカットの木版〈バス
ク〉展

トルコ北部のトカット県に伝わる手工芸バスク(木版プリント)の展覧会。トルコで伝統手
工芸の店を営む野中幾美氏の協力により、伝統的な木版バスクのスカーフなどを100点
以上紹介。バスクの製造工程を取材した映像も上映した。あわせて、日本の手ぬぐいにト
ルコの職人がプリントしたコラボレーション作品「バスク手ぬぐい」も企画、展示した。

7月20日～9月1日 無料 9,577 3,000
生活工房ギャラリー
他

デザイン・
アートの展
示
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　④家族って
　しまおまほと家族、その記憶と
記録展

　生まれて以来世田谷で暮らすエッセイストのしまおまほの視点を通して家族を考える展
覧会。自身の日常を題材にしたエッセイにもしばしば登場する作家や小説家の親族との
エピソードを写真や日用品とともに紹介した。

9月21日～11月10日 無料 9,070 3,000
生活工房ギャラリー
他

　⑤プレーバック！プレーパーク
展

　1979年に開設した羽根木プレーパークの開設前後にスポットをあてた展覧会。国内で
初めてオープンした常設の冒険遊び場、その成り立ちを写真や映像作品、文書資料や
看板をもとに紹介した。また、前史となる世田谷区・経堂の暗きょではじまった「こども天
国」、場所を移して再開した「桜丘冒険遊び場」とあわせ、当時の市民運動も紹介した。

12月14日～
2年1月19日

無料 6,956 3,000
生活工房ギャラリー
他

火と人の上映会　vol.1～4
　人間の生活の中で長く欠かすことのできない存在だった火は、現在少しずつ姿を消し
ている。火と離れて、人間はどのように生きていくのか。火と人のこれまでとこれからを探る
ために、 4つの切り口で集めた記録映像の上映会を開催した。

6月22日・29日、
12月21日・28日

500円 121 120
ワークショップルー
ム他

【セミナー・ワークショップ　シリー
ズ】

　セミナーやワークショップ形式で、様々な分野にわたる事業を実施。

　①日常を見限らない Vol.2
　　匂いのワークショップ

　五感をフル活用し、生活の中で起こっていることと丁寧に向き合い、見落とされた無数
の出来事を味わい直すワークショップ・シリーズ。①トーク、②ワークショップ:匂いに気づ
く／匂いと記憶、で構成。終了後、記録映像をHPで公開した。

10月14日、22日、
11月4日

①500円
②2,000円

①46
②38

①30
②15

ワークショップルー
ム他

　②哲学対話　パラシフⅡ
　批評家の福尾匠氏を迎え、日々の生活にパラダイム・シフト(当たり前と思っている考え
が劇的に変わること)を起こすことを目指す、大人のためのゼミナール。レクチャー後、①
「やる気と元気」②「作品と広告」をテーマに全員で哲学対話を行った。

2年2月15日、22日 4,000円
①23
②17

①15
②15

ワークショップルー
ム他

せたがやアカカブの会
　穴アーカイブでデジタル化した映像を少人数でじっくり観る鑑賞会。今回から、昨年度
製作した映像目録「世田谷クロニクル」を活用し、映像を鑑賞しながら気づいたことや想
い出したことを記入した。多様な視点に気づく上映会となった。

8月14日、9月11日、
11月6日、2年1月8日

3月21日は新型コロナウ
イルス感染拡大防止の

ため中止

― 48 50
ワークショップルー
ム他

　③情報編集力 連続講座
新しい時代を楽しむ「自分らし
さ」の編集術

　様々な分野における「情報」の見方や思考方法を、イシス編集学校の情報編集プロセ
スの型を用い、実践的に身に着ける連続講座。

　2年2月16日、23日
3月8日は新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のた
め中止

5,000円 70 40 セミナールーム他

朗読講座「豊かなことばの世界」
文学作品の朗読を通じて「ことば」のもつ力や自分自身の表現力の向上、朗読活動の

一助となる機会を提供することを目的とし、ＮＨＫ放送研修センターとの提携により実施し
た。

通年 ― 696 720 セミナールーム

デザイン・
アートの展
示

ワークショッ
プ・講座
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

【こどもワークショップ2019】
　幼児から小学生、中学生までを対象に、デザインやコミュニケーションの体験などを通
して、創造性を育む機会を提供した。

　
　①日常探検LABOvol.3
　　～見えないものを
　　　　　　デザインしよう編～
　　 (科学とデザイン)

　日常の中の現象を「科学」の視点で解明し、「アート」「デザイン」と組み合わせて、もの
づくりを楽しむ。若手クリエイティブユニットを講師に迎え、目に見えない「空気」の存在に
ついて考え、空気や風を感じる立体作品を制作して、発表した。

8月31日 1,000円 52 25
ワークショップルー
ム他

　②ToaStory
　　～食パンに描く物語
　　(食とデザイン)

　フードコーディネーターでトーストアートの第一人者でもある森映子氏による、食パンを
キャンバスにカラフルな食材で絵を描くワークショップ。食パンアートの技法を学び、様々
な食材でオリジナルの作品を制作した。

8月1日 1000円 86 30
ワークショップルー
ム他

　③おはなしいっぱい
　朗読、素話、パネルシアターなど、幼児から大人まで楽しめるお話会を、区内30団体を
ネットワークする「世田谷おはなしネットワーク」と共催。活動団体のネットワーク構築と活
性化の支援を行った。(3日間)

8月21日、22日、23日 無料 1,651 1,460
ワークショップルー
ム他

【中学生体験ワークショップ
2019】

　①14歳のワンピース
　プロのデザイナーのもと、“14歳の私”を記録するワンピースをデザインする。後日、仕
立て上がったワンピースを着て撮影会を行った。

7月26日、27日、28日、
8月24日

4,000 51 100
ワークショップルー
ム他

　②分身ロボットOriHimeで会い
にゆく―孤独を消すためのデザ
イン

　病気・障害・不登校・ひきこもりなどによる「孤独の解消」を目指すコミュニケーションロ
ボットの開発者吉藤オリィ氏の講演会を、10代を対象に行った。自身の子ども時代のひき
こもりの経験や、開発のエピソードなどを聞き、参加者からもたくさんの質問があった。

12月8日 500円 102 50
ワークショップルー
ム他

人材育成
プログラム

インターン生の受け入れ
　昭和女子大学、産業能率短期大学などのインターン生を受け入れ、コミュニティと交流
について事業の現場体験の場を提供した。(2回)

8月 ― 3 3 ―

区民の表現
の場の提供

第6回世田谷区芸術アワード“飛
翔”募集

　生活デザイン部門は、「生活」をテーマにしたオリジナル作品(立体・平面・ファッション
等)の展覧会企画を募集し、審査の結果、椎木彩子氏による企画「未来に伝えるせたが
や今ばなし」が受賞した。2年秋に展覧会を行う。

募集5月～9月
表彰式2年2月8日

― 6件 10件 ―

生活工房ウエブサイトの運営
　生活工房プログラムのスケジュール、詳細、募集、関連ブログなどを掲載し、情報を発
信した。SNS (Twitter、 Facebook、Instagram)の活用と併せ、有効に活用した。

通年 ― ― ― ―

季刊「生活」(生活工房イベントガ
イドのリニューアル版)の発行

　生活工房プログラムの四半期毎のスケジュール、事業内容を紹介する冊子を発行し
た。(4回)

4月、7月、
10月、2年1月

― 各10,000部 各10,000部 ―

生活工房「アニュアルレポート
2019」の発行

　年間のプログラムを記録した報告書。実施概要の他に、「しまおまほの世田谷くるくるク
ロニクル」と題した巻頭エッセイや、企画を深掘りするためのコラムなどを掲載し、生活工
房の活動を視覚的に紹介する冊子を発行した。

2年4月 ― 1,500部 1,500部 ―

生活工房モニター制度の実施
　参加者、来館者アンケートの集計・分析とともに、さらに踏み込んだ調査を行い、広報、
情報発信等に生かした。本年度は3回以上来館したことのあるリピーター13名から、生活
工房の魅力や今後の要望などをヒアリングした。

通年 ― ― ― ―

生活工房
広報

子どもワー
クショップ
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

〈すわる〉を旅する―アジアとアフ
リカの、あの坐り方と低い腰かけ

デザインリサーチャーである井上耕一氏による、 30 年以上におよぶ〈すわる〉フィール
ドリサーチから、アジアとアフリカの膨大な写真200枚と、30点以上の腰かけを展示。世界
各地の記録映像も交え、歴史的・建築的観点からの座具との関係も見つめながら、旅す
るように〈すわる〉を探る展覧会とした。

11月16日～12月8日 無料 3,914 2,320
ワークショップルー
ムＢ、生活工房ギャ
ラリー

区民国際交流事業
　海外派遣による地域リーダー育成事業の経験者を中心としたグループとの共催で、区
民国際交流事業「国際交流 in せたがや」を開催。区内外の大使館等も参加して文化交
流を区民とともに楽しむ計画であった。

2年2月22日
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

― ― 300
ワークショップルー
ム他

市民活動団体支援事業

　区内の市民活動団体の発展と活性化を図るための事業を展開する。

　①市民活動相談事業
　②市民活動団体支援講座(広報・基本編)　[区受託]
　③市民活動団体支援講座(広報・応用編)

①通年
②12月4日、11日

③31年2月12日、19日

①相談無料
②③1,000円

①3件
②③59

160
市民活動支援コー
ナー、セミナールー
ム他

世田谷アートフリマ2019
(春/秋)

　作り手と区民の交流を目的にしたフリーマーケット。区内のアーティストやクラフト作家
が、2日間で約140組参加し、創作活動の発表、販売、ワークショップ等を行った。

4月20日、21日
9月21日、22日

無料 8,500 12,000
生活工房ワーク
ショップルーム、セ
ミナールーム他

市民活動支援コーナーの運営
　区内を中心に活動する各種団体の活動場所等の提供と市民活動の活性化を図るため
の事業を行う。コーナーの運営は市民活動団体に委託する。

通年 ― 19,630 20,000
市民活動支援コー
ナー

パオフェスタ2019
市民活動体験喫茶パオ

　市民活動活性化事業として、「パオフェスタ2019」を「三茶de大道芸」の2日間に合わせ
て開催。23団体が出展した。

10月19日、20日 ― 607 500
市民活動支援コー
ナー

国際交流・
異文化理解
の推進

市民活動
支援
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　(２) 世田谷文化生活情報センター　世田谷パブリックシアター

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

『MANSAI⦿解体新書
その弐拾九』「発酵」～ジャパン
カルチャーという文化変容（アカ
ルチュレーション）～

　芸術監督の野村萬斎が、毎回様々なジャンルからゲストを招き、実演、トークセッション
などを通して「表現の本質」を多角的な視点から解き明かす人気シリーズ。第29弾として
「発酵」～ジャパンカルチャーという文化変容（アカルチュレーション）～ を展開した。

5月15日 4,000～2,000 634 600 パブリックシアター

　台本・演出：ケラリーノ・サンドロヴィッチ
　2016年シアタートラムで初演し連日観る人を温かい気持ちに包み込んだ「キネマと恋
人」をオリジナル・キャスト、スタッフはそのままに主劇場(パブリックシアター)で再演し好
評を得た。

6月8日～23日
(18回)

7,800～2,400 10,051 7,447 パブリックシアター

　北九州芸術劇場 中劇場(4回) 6月28日～30日 2,129 ― 北九州芸術劇場

　兵庫県立芸術文化センター 阪急中ホール(7回) 7月3日～7日 4,858 ―
兵庫県立芸術文化
センター

　名古屋市芸術創造センター(6回) 7月12日～15日 3,662 ―
名古屋市芸術創造
センター

　盛岡劇場 メインホール(3回) 7月20日～21日 1,381 ―
盛岡劇場 メイン
ホール

　りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館(3回) 7月26日～28日 2,059 ―
新潟市民芸術文化
会館

芸術監督企画
MANSAI⦿解体新書
その参拾 特別版
『５Ｗ１Ｈ』

　
　企画・構成・演出：野村萬斎　　出演：野村萬斎ほか
　芸術監督・野村萬斎がホスト役となり、ゲスト・アーティストとお互いの専門分野を駆使し
ながらパフォーマンス＆トークを繰り広げる解体新書シリーズ。記念すべき30回目となる
今回は、特別版『５W１H』と題し、これまでの解体新書の“知の成果”をカタチにする新作
パフォーマンスと、各回異なるゲストを招き舞台芸術をより深く語り合うトークの二部構成
で行った。(8回)

7月9日～14日 6,500～2,250 3,089 4,000 パブリックシアター

小山ゆうな 演出作品
『チック』

　原作：ヴォルフガング・ヘルンドルフ　作：ロベルト・コアル
　翻訳・演出：小山ゆうな
　2017年8月に上演し、その年の読売演劇大賞優秀演出家賞や小田島雄志翻訳戯曲賞
を受賞する等、高い評価を得た作品の再演。手話通訳をつけた公演を2回実施した。視
覚障害者のための舞台説明会も従来通り実施する一方で、作品の演出と一体化した形
での聴覚障害者の為の観劇の機会を提供した。海外作品の魅力を提供するだけでな
く、若手実演家の起用によって未来の舞台芸術の発展に寄与する機会として機能させ、
次世代の演劇人やグローバルなアーティストを時間をかけて育成するという公共劇場の
使命を果たした。

7月13日～28日
(14回)

6,500～2,750 2,902 2,784 シアタートラム

『チック』関連企画
『イザ　ぼくの運命のひと／
PICTURES OF YOUR TRUE
LOVE』

　『チック』のサイドストーリーともいうべき作品『イザ ぼくの運命のひと』をとりあげ、関連企
画として『チック』公演期間中に上演した。(2回)

7月20日～21日
(2回)

1,500～750 331 ― シアタートラム

国内演劇
創作事業

『キネマと恋人』

9,000～2,500

13



事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　脚本・演出：前川知大　監修：野村萬斎
　奇ッ怪シリーズ3作を経て演劇賞各賞を受賞するなど、劇場の人気レパートリーとして好
評を得てきた前川知大劇作・演出により、あらたな新作を創作し上演した。ギリシャ神話
「オデュッセイア｣を題材に、前川のオリジナリティあふれる創造性のもと劇作された世界
観を巧みなスタッフとキャストが具現化し、高い評価を得る上演となった。世田谷のみなら
ず国内3都市でも好評のうちに上演が行われた。

10月29日～11月17日
(20回)

7,500～2,750 11,895 11,120 パブリックシアター

　兵庫県立芸術文化センター 阪急中ホール(3回) 11月23日～24日 2,262 ―
兵庫県立芸術文化
センター

　りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館・劇場(1回) 11月30日 790 ―
新潟市民芸術文化
会館

　メディキット県民文化センター(1回) 12月4日 1,028 ― 宮崎県立芸術劇場

森新太郎 演出作品
『メアリ・スチュアート』

　作：フリードリヒ・シラー　　演出：森新太郎
　演出家森新太郎と世田谷パブリックシアターの創作は、毎年または隔年ごとに実施し、
演目は公共劇場ならではのマイナーながら現代の日本に問題提起できるような力のある
作品を選び、クオリティの高い舞台作品を実力派のスタッフ、キャスト陣と共に立ち上げて
きた。
　ギリシャ悲劇やシェイクスピア等の世界観をベースにした作品を今日的視点から改作し
た戯曲と演出により上演する企画。若手筆頭と言われながら、既に日本演劇界を代表す
る演出家の一人でもある森新太郎氏による、世田谷パブリックシアターに相応しい、演劇
的ダイナミズムあふれた衝撃作として『メアリ・スチュアート』を上演した。
こうした連続性のある演出家との共同作業は、これからの日本文化の発展のためにも、
今後も継続をしていく。

2年
1月27日～2月16日

(18回)
8,000～2,400 7,689 10,770 パブリックシアター

　作・演出：倉持裕　出演：倉科カナ　上白石萌歌　他
　現代能楽集シリーズに二度登場し成果を上げ、江戸川乱歩原作の前作「お勢登場」が
好評を博した倉持裕により、再び江戸川乱歩作品を原案とした新作を創作。前作「お勢
登場」のお勢という登場人物をピックアップし、大正から昭和初期の実際の奇々怪々な事
件の数々をモチーフとして新たな演劇作品に再構築上演,世田谷のみならず国内5都市
で上演の予定であったが、公演中止となった。

2年
2月28日～3月11日

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

7,500～2,750 ― 10,200 パブリックシアター

　春日井市民会館
2年3月14日

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

― ― 春日井市民会館

　島根県芸術文化センター
2年3月17日

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

― ―
島根県芸術文化セ
ンター

　兵庫県立芸術文化センター 阪急中ホール
2年3月21日～22日

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

― ―
兵庫県立芸術文化
センター

　サンポートホール高松3階大ホール
2年3月25日

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

― ―
サンポートホール
高松

　まつもと市民芸術館 主ホール
2年3月28日

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

― ―
まつもと市民芸術
館

世田谷パブリックシアター＋エッ
チビイ
前川知大 新作演劇作品
『終わりのない』

国内演劇
創作事業

7,500～2,500

倉持裕 新作演劇作品
『お勢、断行』

8,000～2,500
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

戯曲リーディング
『アテネのタイモン』

　作:ウィリアム・シェイクスピア　演出：野村萬斎　出演：野村萬斎 他
　将来上演予定の作品や、実験的な作品のリーディングを通して、舞台芸術の面白さや
演劇の可能性に出会う企画。観劇初心者にも気軽に劇場空間へ足を運んでもらえるよう
観劇料金も可能な限り低価格に設定し、幅広い観客層に演劇の楽しさを体験してもらう
企画。2019年度は「アテネのタイモン」をとりあげ、本公演へとつながる可能性を模索する
貴重な上演機会となった。

10月29日、31日
(2回)

3,300～1,650 409 600 シアタートラム

作品創造研究
　オリジナルの新作戯曲や国内で未紹介の海外戯曲など、次年度以降の上演の可能性
を探るため、調査研究の一環として海外戯曲の翻訳を行う他、新事業のための演目研究
を実施した。

通年 ― ― ― 稽古場他

実演家（劇作家、演出家）の作
業場

　劇作家及び実演家のための創作ワークショップ。新しい演劇作品を生み出すために、
主題や手法を探ったり、俳優と共同作業しながら意欲的に試行錯誤や実験をする場を提
供するものだが、令和元年度は作品創造研究に集中したため休止した。

― ― ― 100 稽古場他

こどもプロジェクト①
子どもとおとなのための◎読み
聞かせ
「お話の森」

　8月3日出演：ROLLY　　　8月4日出演：片桐仁

　子供も大人も気軽に劇場へと足を運び、一緒にお話を楽しんでもらう企画。読み手が
映像・音楽・照明など趣向をこらした演出で、絵本の読み聞かせを行った。(4回)

8月3日～4日
(4回)

3,500～500 940 1,000 シアタートラム

こどもプロジェクト②
「日野皓正　presents "Jazz for
Kids"」

　プロジャズミュージシャンによる長期間のワークショップを受けた世田谷区の中学生と日
野皓正ら一流ミュージシャンによるジョイントコンサートを実施した。1日目は日野皓正バ
ンドによるライブ、2日目はドリームジャズバンドワークショップに参加した中学生の成果発
表としてコンサートを行った。(2回)

8月17日、18日 8,000～2,250 793 1,000 パブリックシアター

こどもプロジェクト③
コンドルズ「Don’t Stop Me
Now」

　次代を担うこども達の感性を育み、情緒を豊かにするためのプロジェクトのダンス企画と
して教育番組などでも活躍するコンドルズを迎え、幅広い年齢の層に向け、劇場で観劇
する習慣のない人々にも、親しみを覚え、気軽に劇場に足を運んでもらうことを目的とし
バリアフリー、多言語化への配慮もおこない、国籍・年齢を問わず誰もが一緒に楽しめる
作品として上演した。
　ダンス界を代表する振付家・近藤良平の、構成・映像・振付により、人形劇、歌、読み聞
かせ、芝居、クイズ、コントと様々な方向に脱線しながらも、体感し、飽きない独自の、しか
し一流のエンターテインメントを新作創造した。

8月22日～25日
(5回)

5,000～1,500 2,342 2,500 パブリックシアター

伝統芸能
企画

爆笑寄席●てやん亭
　実力、評価、将来性などを備えた、落語、漫才、講談等の寄席芸能のプログラムを上演
する企画。今年度は春風亭昇太、立川談春、林家彦いちが出演し好評を得た。（1回）

2年1月18日 4,000～2,000 588 600 パブリックシアター

国内演劇
創作事業

こどもプロ
ジェクト

15



事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

ダンス公演 ダンス提携公演／育成

　気鋭の若手カンパニーからベテランまで、選りすぐりのダンスカンパニーと提携し、現代
演劇と舞踊を専門として上演する劇場のレパートリーの多様性を創出する。創作活動を
支援しながら、演劇的な要素や、音楽、美術など、異なるジャンルのアートとの出会いを
提案し、世田谷でしか生まれ得ない新しい舞台芸術の創造を目的とする。

　【パブリックシアター公演】 (10回)
　　・Co.山田うん「プレリュード」
　　・OrganWorks「聖獣（リヴァイアサン）～live with a sun～」
　　・大駱駝艦・天賦典式「のたれ●」

　【シアタートラム公演】 (19回)
　　・クリウィムバアニー「NΔU」
　　・Ryu Suzuki「eltanin 第1回公演　White Space.」
　　・北村明子「梁塵の歌」
　　・関かおり「むくめく む」
　　・鈴木ユキオプロジェクト「人生を紡ぐように 時の流れを刻むように」

通年 5,500～1,000 4,934 4,900
パブリックシアター/
シアタートラム

音楽公演 音楽提携公演
　区民に芸術性に優れた音楽の鑑賞機会を提供し世田谷区の文化振興を図るため、優
れた音楽グループ等と提携して音楽コンサートを実施した。
　・古武道「古武道新年会　Vol.6　～初春の狂詩曲（ラプソディー）～」　他

通年 7,200～2,000 509 450 パブリックシアター

提携公演 演劇提携公演

　気鋭の若手から長年の実績を誇るカンパニーまで、優れた演劇作品の上演実績がある
劇団・ユニット・制作会社・団体等と提携し制作的な補助、広報宣伝協力等を行う。

　【パブリックシアター公演】（32回）
　・シス・カンパニー「風博士」

　【シアタートラム公演】（135回）
　・イキウメ「獣の柱」
　・to R mansion「にんぎょひめ」
　・SAC「ブンナよ、木からおりてこい」
　・シス・カンパニー「死と乙女」
　・□字ック「掬う」
　・壁なき演劇センター「ワーニャ叔父さん」
　・日本舞台音響家協会
　・イマシバシノアヤウサ「モジョ・ミキボー」
　・世田谷シルク「青い鳥」
　・トライストーン「少女仮面」

通年 9,000～1,000 46,899 31,500
パブリックシアター/
シアタートラム

コミュニティ
プログラム

演劇・ダンスワークショップ

　演出家・進行役・ダンサーなどを招き、目的・対象に応じたワークショップを一般参加者
を対象に行った。1～2日単位で気軽に体験できるワークショップから、複数日あるいは長
期間を1企画として舞台芸術を創造するさまざまな要素を体験したり、地域の課題等にア
プローチして作品に仕上げるワークショップも行った。

　①「Ａ Day in the Theatre」(全1回×16回) 4月5日～2年2月10日 1,000～無料 延237
783
↓

稽古場他
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　②ごちゃまぜ演劇ワークショップ(全3回WS×1回)
2年3月26日～28日

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

2,000 ―

　③「あかちゃんのためのえんげきワークショップ（全1回×4回）

9月6日、2年2月27日
2月27日2回目、28日は
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

1,000 91

　④日本に住んでいる外国人のための「おしゃべりワークショップ」（全1回×1回） 2年1月11日 無料 11

　子どもが演劇やダンスと出会い、それらを体験できる機会を提供し、子どもの自発的な
表現力・想像力・創造力やコミュニケーション能力を育むことを目的に、夏休み・冬休み・
春休み期間などに、演劇やダンスの手法を活用したワークショップを実施した。

　①夏休み子どもワークショップ (全7コース×延17回) 7月22日～8月22日 1,500～500 延363

　②中学生のための演劇ワークショップ
　　(全6コース×延21回、発表会含む)

4月7日～2年3月29日 6,500～無料 延234

　区民を中心とした参加者たちが世田谷のまちを歩いて取材したり、各々が持ち寄った
課題やモチーフを使って演劇やダンスの要素を用いたワークショップを重ね、自分たち
の住む地域について考察しつつ、ワークショップを通して得た発見をもとに作品を創造し
た。3月にはシアタートラムで発表公演を行い、公演は入場無料で劇場周辺住民を中心
として気軽に来場いただく予定であった。

　①家族をめぐるささやかな冒険「『家族の距離』について考えるごちゃまぜ」部(WS13回) 2年1月12日～3月21日 6,000 延168

　②家族をめぐるささやかな冒険「『変化する家族』について考える男子」部(WS13回) 2年1月25日～3月21日 6,000 延196

　③発表会(2回)
2年3月22日

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

無料 ―

学校のためのワークショップ

　世田谷区内の小中学校の児童・生徒・教員を対象に、進行役やアーティストが学校へ
出向き、授業時間の中で児童・生徒を対象とした演劇的手法を用いるワークショップを実
施する他、演劇作品の鑑賞と、その演劇作品をもとにしたワークショップ「かなりゴキゲン
なワークショップ巡回団」を実施した。(219回)

通年 無料 延7,830 5,505
世田谷区内の各小
中学校/稽古場

中学校演劇部支援
　世田谷区立中学校教育研究会演劇教育部と連携し、区内中学校演劇部の秋季世田
谷区立中学校演劇部合同発表会に対する、技術・制作スタッフの派遣を行った。

10月～11月2日、3日 無料 延440 150
世田谷区内各小中
学校/区民会館他

子どものためのワークショップ

学校その他
区内施設と
の連携プロ
グラム

755 稽古場他

コミュニティ
プログラム

地域の物語

参加者
440

発表会
300

稽古場/シアタート
ラム他

↑
783

稽古場他演劇・ダンスワークショップ
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

区内施設連携プログラム
　地域住民の生活拠点となっている区内施設/団体(ボランティアセンターや障害者支援
施設等)に進行役を派遣して、演劇的手法を用いたワークショップを施設利用者及び近
隣住民に向けて実施した。(4ヵ所×14回)

通年 無料 延284 200
世田谷区内の施設
/稽古場

小学校古典芸能鑑賞教室
　［区受託］

　世田谷区立の小学校(全校)6年生を対象に、区民会館にて狂言の公演と、公演を楽し
むためのワークショップを実施。能狂言の発想や技能を体感し、日本固有の伝統芸能に
ついて関心を高める機会を提供した。(12回)

6月12日～29日 無料 6,120 5,700
砧、世田谷、烏山
区民会館

中学生課外講座
新・才能の芽を育てる体験学習
ドリームジャズバンド・ワーク
ショップ
　［区受託］

　日野皓正氏をはじめとするプロのミュージシャンとともに、楽器演奏及び音楽の魅力を
体験するワークショップを長期間かけて実施。8月にはパブリックシアターで成果発表とな
るコンサートを行った。(ＷＳ28回　リハーサル・コンサート含む)

5月12日～8月18日 無料 33 50
池尻小学校第二体
育館/パブリックシ
アター他

教科日本語
　［区受託］

　世田谷区立小学校の教員を対象として、夏季研修事業のうち、教科日本語を受託し実
施した。

8月22日 無料 18 30
世田谷区内各学校
他

移動劇場「＠ホーム公演」

　劇場への来館が難しいお年寄りや障害者が生活する施設へ、アーティストが訪問し演
劇作品を上演。観客は施設の利用者をはじめ、その家族、施設で働く人々、近隣に暮ら
す人たちなど。普段の生活空間をそのままに、食堂やラウンジなどを利用して舞台をつく
り、見ている人たちの目の前でプロの俳優たちが演じた。10年目を迎えた本年度は、これ
まで＠ホーム公演での作品創作を手掛けてきたノゾエ征爾の「チャチャチャのチャーリー
～10周年だよ、チャーリー誕生秘話～」を上演した。(16施設)

6月6日～6月18日 ― 1,050 1,200
区内特別養護老人
ホーム、デイサービ
ス、障害者施設

　①世田谷パブリックシアターダンス食堂
　当劇場にて公演する振付家、ダンサー、舞踏家を招き、トークとワークショップを実施。
令和元年度は平山素子、平原慎太郎、北村明子が「店主」を務めた。
  (3メニュー　ワークショップ含め全5回)

4月10日～2年1月9日 各500 延169

　②舞台芸術のクリティック
　「舞台を読む」と「批評を書く」の二部構成で開講。同時期に行われている主催公演と
連動して、前期と後期に分かれて実施。
　(前期全4回レクチャー×１、後期全3回レクチャー×１)

7月13日～12月14日 5,500～4,000 延72

　ワークショップの進行役・ファシリテーターや研究者、インターン希望の大学生を対象に
「大学生インターン」「SPTラボラトリー」を実施した。
　
　

　①「大学生インターン」 (全4コース×延30日) 通年 ― 延115

　②SPTラボラトリー(全13コース×延38回) 4月24日～12月15日 4,000～無料 延441

研究育成プ
ログラム

学校その他
区内施設と
の連携プロ
グラム

専門家育成プログラム 345
両劇場/稽古場/セ
ミナールーム/ワー
クショップルーム他

観客育成プログラム 265
稽古場／セミナー
ルーム／ワーク
ショップ他
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　次世代を担う舞台技術者やプランナー、デザイナーを対象に舞台・照明・音響各分野
で未経験者及び経験者向けの安全講座、各分野別プログラムを実施した。初級編、中
級編など段階ごとのプログラムを設けている。

パブリックシアター

　舞台音響入門講座 5月9日 3,000 56 50 パブリックシアター

　舞台照明入門講座 5月10日 3,000 53 50 パブリックシアター

　舞台技術安全講座 5月11日、12日 3,000 延98 100 パブリックシアター

　安全セミナー「労働安全衛生法一部改正に伴う 劇場空間における安全作業について
の検証」

2年3月28日
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

500 ― 300 シアタートラム

舞台技術支援
　劇場使用者等に対して、設備等の使用講習会の実施や、プラン・オペレートや機材等
の支援を行った。

通年 ― ― ― ―

フリーステージ
　音楽部門、ダンス部門からなり、出演者は世田谷区内に在住、もしくは活動拠点を置く
文化団体から公募。区内のアマチュア団体に発表機会を提供し、地域の文化芸術活動
の活性化を図った。(バレエ・ダンス部門3回、音楽部門1回)

4月28日～
5月6日

無料 2,400 3,000
パブリックシアター/
シアタートラム

シアタートラム ネクスト・ジェネ
レーション　vol.12

　公演実施団体：悪い芝居
　上演作品名：「ミー・アット・ザ・ズー」
　公募で選ばれた若手の実演家・実演団体に対し劇場が制作面・技術面をサポートし公
演を行う企画で、若手アーティストの登竜門的存在ともなっている。12回目を迎える今年
度は、「悪い芝居」が公演を行った。ユーチューバーをモチーフに現代社会を描き出す
鋭い劇作と、バンドの生演奏や映像を駆使した演出で、来場者から高い評価を得た。(8
回)

12月4日～8日
3,500～1,750 1,312 700 シアタートラム

第6回世田谷区芸術アワード“飛
翔”
募集

　若手アーティストを奨励・支援する世田谷区芸術アワード“飛翔”「舞台芸術」部門の募
集に際し、広報、審査等を実施。申込団体26件のうち、「Pancetta（パンチェッタ）」（主宰
一宮周平）の受賞が決定。
　2年11月シアタートラムで受賞記念公演を実施予定。

募集6月18日～8月12日
表彰2年2月8日

― 26 ― ―

区民の表現
の場の提供

舞台技術者
人材育成プ
ログラム

Technical Theatre Training
Program
舞台技術講座
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

地域活性の
ための文化
芸術事業

世田谷アートタウン2019
　「三茶de大道芸」

　三軒茶屋の活性化と地域の文化向上を図るため、地元商店街や町会等との実行委員
会方式により実施。三軒茶屋の街を舞台に、商店街の各所等で大道芸のパフォーマン
スなどを行った。(文化生活情報センター全体事業)

10月19日、20日 ― 200,000 200,000
パブリックシア
ター、三軒茶屋駅
周辺商店街他

劇場営業広報宣伝

　営業・広報・宣伝活動を通じて、世田谷パブリックシアターの事業を世田谷区内外に広
く周知し、地域の劇場/創造発信型劇場としての当劇場の存在意義を高めるブランディ
ング活動とともに、マスコミへの情報提供、ホームページや広報誌などによる情報発信に
より、主催事業への集客を図り、財団の収益性の向上に資する活動を行った。

通年 ― ― ― ―

学芸共通広報宣伝
　学芸で行われているワークショップ・レクチャー等の普及を進めるための広報物の作成
や宣伝等の活動を、紙媒体とウェブ媒体の両方において展開した。

通年 無料
2冊

全4,000部
― ―

劇場雑誌の発行
　各事業の成果を記載したアニュアルレポートを劇場雑誌として編集・発行。平成30年度
の事業を報告するための冊子を作成した。

通年 無料 700部 1,000部 ―

　現代サーカスをはじめとした様々なパフォーマンスを一般市民が街中で気軽に楽しめ
る大道芸フェスティバル『三茶de大道芸』と併せて劇場での現代サーカス公演を行うこと
で、普段は劇場に馴染みのないフェスティバルへの来場者や近隣住民にも広く劇場の
存在をアピールすると共に劇場公演の楽しさや優れたパフォーミングアートを味わう機会
を提供することを目的とする。
今回は、ラファエル・ボワテル率いるカンパニー ルーブリエの話題作「When Angels Fall/
地上の天使たち」（2018年10月初演）を上演した。(3回)

10月18日～20日 4,000～1,500 832 1,000 パブリックシアター

　『When Angels Fall／地上の天使たち』関連企画
「これってサーカス！？私もサーカス！！」体験ワークショップ(2回)

9月15日、10月5日 1,500 延17 30 稽古場

　『When Angels Fall／地上の天使たち』関連企画
エアリアルワークショップ　マスタークラス

10月16日 3,000 5 10 稽古場

海外招聘舞踊公演
ピーピング・トム
「マザー」

　ベルギーを拠点に、世界で活躍するパフォーマンスグループ ピーピング・トムのダンス
公演を実施。地元の高齢者を中心とする一般市民を特別キャストとして公募し、地域性
豊かな舞台作品を公演するとともに、同公演を通じて、世界の優れたパフォーミングアー
ツの鑑賞機会を市民に提供し、世界と日本、アーティストと市民、また市民同士の交流を
促進する予定であった。

2年3月19日～21日
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

5,500～2,000 ― 1,350 パブリックシアター

海外招聘・
国際共同制
作

世田谷アートタウン2019関連企
画
 カンパニー ルーブリエ／ラファ
エル・ボワテル『When Angels
Fall/地上の天使たち』

劇場広報
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　(３) 世田谷文化生活情報センター　音楽事業部

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

せたがやジュニアオーケストラ
オータムコンサート

　親しみやすい構成で、聴衆と演奏者が共に楽しむ演奏会。台湾遠征を経た、せたがや
ジュニアオーケストラの練習の成果を披露する場となるはずだったが、台風19号のため中
止した。

10月13日
台風19号のため中止

500 ― 850 世田谷区民会館

室内楽シリーズ
　第一線の音楽家による演奏会を開催した。①岡田知之パーカッションアンサンブルの公
演では、こども向け企画も実施。②世界的奏者竹澤恭子のリサイタルは、ヴァイオリンの魅
力を堪能させた。

①4月21日(2回)
②10月14日

①2,000～500
②3,500～3,000

①466
②287

630 成城ホール

シリーズ和・華・調
　日本の伝統音楽を紹介するシリーズ。地歌・生田流箏曲の家元で、人間国宝の富山清
琴が登場。井上安寿子の舞、小島美子のお話と共に、地歌・箏曲・京舞の魅力を伝えた。

6月1日 3,500～3,000 271 250 成城ホール

せたがや名曲コンサート
　毎年、世田谷フィルハーモニー管弦楽団、世田谷区民合唱団と共に、実行委員会形式
で実施する演奏会。石川星太郎の指揮で、ベートーヴェンの交響曲第九番を予定してい
たが、新型コロナウイルスの影響で中止となった。

2年2月23日
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

2,500～1,000 ― 1,300
昭和女子大学人見
記念講堂

連携コンサート
　①『かわさきジャズ2019』の地域連携プログラムに、音楽家を派遣した。また、②『ピンク・
タイ・パーティ in SETAGAYA2020』にも派遣を予定していたが、新型コロナウイルスの影
響で、催し自体が中止となった。

①10月20日、11月4日
②２年３月29日は新型コ
ロナウイルス感染拡大防

止のため中止

― ― 未定
①川崎市
②桜丘中学校

　「せたがや音楽研究所」コンサートの出演を目的として、公募で合唱団を集め、全3回の
ワークショップを開催した。

9月3日～14日 6,000 56
三茶しゃれなあど
ホール他

　バラエティ形式のコンサート。宮川彬良所長のもと、脳科学者・茂木健一郎を特別研究
員に迎え、生演奏を交えながら、「かなり大胆な音楽史」を語った。

9月14日 3,000～2,800 533 世田谷区民会館

　人気に応え、今年もゴスペルを楽しく学ぶためのワークショップを開催。初心者向けに3
コース、経験者向けに1コースを設定。それぞれ４回のワークショップと合同リハーサルを
経て、コンサートに出演した。

10月15日～11月30日 12,500 158 未定
三茶しゃれなあど
ホール他

　ワークショップ参加者が、プロの歌手、ミュージシャンと共にステージに上るコンサート。
最後は、客席も一体となって、ハーモニーを楽しんだ。

11月30日 1,800～1,500 353 700 世田谷区民会館

　世田谷の子どもたちを対象に、林英哲塾長、英哲風雲の会が導く、東京2020大会に向
けての3年間プロジェクト。2年目に入り、ますます熱気を帯びていたが、大会の延期に伴
い、プロジェクト半ばで中止となった。

①4月～8月
②12月

③3月は新型コロナウイ
ルス感染拡大防止のた

め中止

①15,000
②3,000
③3,000

①70
②49
③—

60 船橋公文書庫

　大会１年前に合わせ、「2020カウントダウンコンサート～せたがや和の音楽祭」と題して、
中間発表のコンサートを開催。東京都市大学付属中・高吹奏楽部と共演した。ピアノトリオ
やヴァイオリン・アンサンブルがゲスト出演した他、アスリートのトークも加わって、盛沢山な
内容となった。

8月12日 無料 909 1,000 世田谷区民会館

身近に親し
む演奏会

活動をつな
ぐ演奏会

ワーショッ
プ・講座

せたがや音楽研究所 600

Let's Sing ゴスペル! ２０１９

【オリンピック・パラリンピック関連
事業】
Setagaya太鼓塾
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

せたがやジュニアオーケストラ運
営

　台湾演奏旅行で、高雄市交響楽団附設青少年交響楽団との交流コンサートを行った
他、「キネコ国際映画祭」のコンサートに出演するなど、充実した活動を展開した。同時
に、10周年を迎え、運営体制の抜本的な見直しも行った。

通年 月額4,000 97 延3,000
区内各所、
台湾・高雄市

せたがやジュニアオーケストラ定
期演奏会

　第10回を記念して、名匠・円光寺雅彦の指揮で、池辺晋一郎音楽監督による委嘱新
作、第１回定期のメイン曲目「新世界より」などのプログラムを準備していたが、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止のため中止となった。

2年3月28日
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

1,000 ― 800 世田谷区民会館

学校へのアウトリーチ
　宮川彬良とダイナマイトしゃかりきサ～カスが、中学生に語りかける、好評の「せたがや音
楽研究所 in 中学校」を継続した。新型コロナウイルスの影響による休校で、3月分は中止
となった。

①11月21日
②2年3月16日は新型コ
ロナウイルス感染拡大防

止のため中止

15,000～10,000
(1校あたり)

403 700
①砧南中学校
②奥沢中学校

　音楽活動に取り組む、平均年齢35歳以上の区民バンドを対象に、出場バンドを募集し
た。テープ審査を通過した35バンドで、6回にわたってライブハウス予選を行った。

11月9日～12月8日 ―
326

  (72バンド)
80バンド

区内６ヶ所のライブ
ハウス

　予選をくぐり抜けた、10バンドが技を競う、決勝大会を開催。審査(湯川れい子審査員長)
により、グランプリ・バンドを決定した。

2年2月16日 990～800 565 800 世田谷区民会館

世田谷区民音楽団体の支援
　［区受託］

　世田谷フィルハーモニー管弦楽団、世田谷区民合唱団、世田谷区民吹奏楽団からな
る、区民アマチュア3団体の活動活性化のため、支援を行った。

通年 ― 3団体 3団体 ―

第6回世田谷区芸術アワード“飛
翔”募集

　若手アーティストの多彩な文化・芸術活動を支援する「飛翔」アワード。音楽部門は、シ
アタートラムで実施可能な演奏会の企画を募り、座・草月×UNT JAZZ Quartetを受賞者
に決定した。2年11月に受賞記念発表公演を実施予定。

募集5月～10月
表彰式2年2月8日

― 28企画 ― ―

せたがやまちかど・まちなかコン
サート

　区民が気軽に音楽に触れられるように、開放的な雰囲気のもと行うライブ。子どもたちに
大人気の「コトコトさんのドレミ図書館」を午前(2，3歳向き)、午後(4，5歳向き)の2回に分け
て実施した。

5月18日 無料 260 2,000 北沢タウンホール

せたがや音楽プロジェクト
　世田谷の音楽関係者が集い、地域から発信するプロジェクト。①外山喜雄とデキシ―セ
インツによる「サッチモとディズニー～楽しいデキシ―ランド・ジャズの世界」、②演歌歌手
と落語家による「音楽は自由をめざすVol.6～艶歌と艶話」の2企画を実施した。

①6月15日、
②2年2月11日

①2,500～2,000
②2,000～1,500

①265
②263

500
北沢タウンホール、
成城ホール

「情報ガイド」をはじめとする各種
広報活動

　「情報ガイド」や「アーツプレス」といった財団全体で行う広報と「せたおんイベント」、ホー
ムページ、SNSといった独自の広報との効率的な連携を図った。

― ― ― ― ―

「せたがや音楽通信」の発行
　[区受託]

　民間も含め、区内の音楽会や施設情報などの他、インタビュー、特集記事などで彩る情
報誌を発行。今年度は、紙面構成を改め、アンケートも実施した。

7月、11月、3月 ― 各10,000部 各10,000部 ―

区民の表現
の場の提供

せたがやバンドバトル

地域活性の
ための文化
プロジェクト

音楽事業部
広報

次の時代の
ためのプロ
グラム
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　(４） 世田谷美術館

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

田沼武能写真展
東京わが残像　1948－1964

　戦後日本の写真界をリードし、90歳の今も第一線で活動を続ける田沼武能(1929 -   )。
田沼のライフワークのひとつ「戦後の東京」をとりあげた。焼け野原から出発し、矛盾を内
包しながらも再生を目指し激しく変貌した東京の、オリンピックに至るまでをとらえた写真
を「こども」「下町」「街の変貌」の3つの視点から紹介。加えて戦後東京を映しだす文化史
料を展示した。(12日間)

(2月9日)～4月14日 一般1,000他 5,751
2,000

(総計10,000)
世田谷美術館

　ウィリアム・モリスの研究家であった英文学者小野二郎(1928‐1982)が生涯を通して追い
求めたのがユートピアの思想である。1960年に晶文社を立ち上げ、70年代のカウンター・
カルチャーを牽引し、晩年には飛騨高山の「高山建築学校」でモリスの思想を説き、建築
家に大きな影響を与えた。〈ウィリアム・モリス〉〈晶文社〉〈高山建築学校〉をキーワードに
構成し、その思想を探った。(51日間)

4月27日～
6月23日

一般1,000他 8,198 15,000

　講演会「ウィリアム・モリスと小野二郎」
　講師：川端康雄
　※手話通訳付

5月18日 無料 92 140

　講演会「「陽性の親和力」の運動」
　講師：津野海太郎
　聞き手：矢野進
　※手話通訳付

6月1日 無料 114 140

　講演会「高山建築学校の小野二郎―White mountain noon collegeへ―」
　講師：石山修武
　※手話通訳付

6月22日 無料 134 140

企画展事業

ある編集者のユートピア
小野二郎：ウィリアム・モリス、晶
文社、高山建築学校

世田谷美術館、創
作室など
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　世田谷ゆかりの作家・高橋秀と藤田桜夫妻の2人展。画家高橋秀は、61年安井賞受賞
後、生命感あふれる創造を展開、現在も精力的に制作を続けている。童画作家藤田桜
は、布地コラージュで挿絵などを作成してきた。本展は、まさに共白髪という域にいる二
人の最近作も交え、創造の軌跡を俯瞰した。美術館連絡協議会を事務局とし、倉敷市立
美術館、伊丹市立美術館、北九州市立美術館との4館巡回展として開催した。(50日間)

7月6日～
　9月1日

一般1,000他 13,430 15,000

　レクチャー「素敵なふたりと出会って」
　講師：橋本善八、池尻豪介
　※手話通訳付

7月21日 無料 62 140

　絵本の朗読会「藤田桜の絵本を読み、聴く」
　出演：blanket

8月24日 無料 132 140

　アーティスト・トーク「高橋秀＋藤田桜に聞く」
　話し手：高橋秀   聞き手：酒井忠康
　※手話通訳付

8月25日 無料 202 140

　1918年独立100年を記念し国際巡回した「チェコの１００デザイン」を下敷きに、主として
チェコ国立プラハ工芸美術館から作品を借用し、チェコ独立前夜ともいえるアール・ヌー
ヴォーの時代から、独立後現在までの約１００年にわたるデザインを時代背景とともに紹
介した。本展は、プラハと姉妹都市である京都の京都国立近代美術館と協力して、国内5
つの国公立美術館を巡回した。(50日間)

9月14日～11月10日 一般1,100他 17,205 21,000

　講演会「チェコ・アヴァンギャルドのデザイン」
　講師：井口壽乃
　※手話通訳付

9月22日 無料 63 140

　講演会「ミュシャからもぐらのクルテクまで」
　講師：遠藤望
　※手話通訳付

9月28日 無料 91 140

　チェコ・アニメーション上映会「盗まれた飛行船」(日本語字幕付) 10月6日
小学生以上は展
覧会半券が必要

119 140

　講演会「チェコスロヴァキア戦後デザインの葛藤」
　講師：ペトル・ホリー
　※手話通訳付

10月14日 無料 90 140

　人形劇「Ｚｌａｔｏｖｌάska―きんいろの髪のお姫さま」
11月3日
①11時
②15時

無料
①133
②148

各回100

企画展事業

高橋秀＋藤田桜　素敵なふたり 世田谷美術館

チェコ・デザイン　100年の旅 世田谷美術館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　戦後日本の写真を代表する写真家・奈良原一高(1931－2020、世田谷在住)の写真
展。これまであまり注目されてこなかったシリーズ〈スペイン・偉大なる午後〉に注目した。
1969年に出版された同名の写真集の制作プロセスも解明し、当時のデザインと写真が最
も先鋭的に出会った例として再評価した。単館開催。(51日間)

11月23日～2年1月26日 一般1,000他 13,688 15,000

　オープニングレクチャー「熱いまなざし―外国人写真家はスペインをどう撮ってきたか」
　講師：オラシオ・フェルナンデス
　※逐次通訳、手話通訳付

11月24日 無料 70 140

　レクチャー「奈良原一高　生と死の交錯する文明の光景」
　講師：蔦谷典子
　※手話通訳付

12月15日 無料 150 140

　ミニレクチャー「30分でよくわかる！『奈良原一高のスペイン』展のポイント」
　講師：塚田美紀
　※手話通訳付

①11月30日
②12月21日

③2年1月25日
無料

①45
②75
③160

各140

　世田谷ゆかりの洋画家・村井正誠(1905-1999)の回顧展。村井は、戦前自由美術家協
会、戦後にはモダンアート協会にて活動、画壇を常にリードしてきた日本を代表する抽象
画家である。2005年等々力の自宅アトリエが個人記念館として開館。本展では、当館収
蔵品を中心に「マルチアーティスト」や「教育者」としての顔など、これまであまり知られて
こなかった側面にも焦点を当てた。単館開催。(45日間)

2年2月8日～(4月5日) 一般1,000他 4,239 13,500

　講演会「村井先生から教わったこと」
　講師：隈研吾
 ※手話通訳付

2年2月16日 無料 143 140

　レクチャー「村井正誠入門」
　講師：三木敬介
 ※手話通訳付

①2年2月22日
②2年3月15日

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

無料
①55
②―

各回140

　見学会「村井正誠記念美術館訪問」
　講師：村井伊津子

2年3月28日
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

無料 ― 25

企画展事業

奈良原一高のスペイン―約束の
旅

村井正誠  あそびのアトリエ
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

調査・研究　企画展
　次年度以降の企画展の立案・具体化のため、国内外各所との交渉や基礎的な調査研
究を行った。

通年 ― ― ― 世田谷美術館

　収蔵品に係る調査・研究を行った。 ― ―
世田谷美術館及び
分館

　紀要編集・発行
　学芸員による調査研究成果を美術研究に資するため『紀要』として編集発行。

350冊 300冊

アーカイブ　［指定管理］ 　平成30年度の館全体の事業を報告する年報を作成した。 2年3月 ― 300冊 300冊

　世田谷美術館の収蔵作品を、テーマを設定して公開した。
　年４回実施した。
　ミュージアム コレクションⅢ
　アフリカ現代美術コレクションのすべて(6日間)
　小コーナー　追悼―保田春彦

(30年11月3日)～
4月7日

538

　ミュージアム コレクションⅠ
　それぞれのふたり　池田良二と海老塚耕一(81日間)
  小コーナー　追悼―彫刻家・最上壽之

4月20日～7月21日 8,015

　ミュージアム コレクションⅡ
　森芳雄と仲間たち(98日間)
  小コーナー　福原義春コレクション　花開く色彩―駒井哲郎のモノタイプ

8月3日～
　11月24日

20,046

　ミュージアム コレクションⅢ
　受け継がれる工芸の技と心―そして現代へ(94日間)
  小コーナー　能面師　入江美法の世界

12月7日～
(2年4月12日)

13,143

　ミュージアム コレクションⅢ(アフリカ現代美術)関連企画
　トーク「美術・音楽・文学にみるアフリカの今」
　「知っていることのその奥へ―絵本をとおしてみるアフリカ」
　出演：村田はるせ　　　※手話通訳付

4月7日 無料 44 140

　ミュージアムコレクションⅠ関連企画　「アーティスト・トーク」
　①講師：池田良二
　②講師：海老塚耕一

①6月1日
②6月23日

無料
(展覧会観覧料に

含む)

①62
②75

各140

　ミュージアム コレクションⅢ関連企画
　講演会「金工の伝統技法とその魅力」
　講師：井尾建二
　※手話通訳付

2年2月9日 無料 51 140

収蔵品展
美術館　ミュージアム  コレクショ
ン
　[指定管理]

一般200他 30,000

世田谷美術館

調査・研究
調査・研究　収蔵品展
　［指定管理］

通年 ―

世田谷美術館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　向井潤吉作品に係る作品展を年1回実施した。

　　第Ⅰ期　草屋根と絵筆　向井潤吉のエッセイとともに　　(163日間)

4月2日～
　10月6日

一般200他 3,229 8,100

　　担当学芸員によるギャラリートーク
①4月13日
②9月21日

無料
①15
②19

―

　清川泰次作品に係る作品展を年2回実施した。

　　第Ⅰ期　清川泰次　具象から抽象へのあゆみ(163日間)

4月2日～
　10月6日

1,338

　　第Ⅱ期　清川泰次　色・線・形の探求とデザインへの展開　(117日間)
10月26日～

　2年3月15日
663

　　担当学芸員によるギャラリートーク

①5月18日
②8月24日
③11月16日

④2年2月29日

無料

①8
②21
③6

④中止

―

　宮本三郎作品に係る作品展を年3回実施した。

　　第Ⅰ期　宮本三郎　花々と、女たちと(163日間)

4月2日～
　10月6日

2,032

　　第Ⅱ期　宮本三郎　風景を描く　(64日間)
10月26日～

　2年1月13日
861

  　第Ⅲ期　特別展
　　 第5回　宮本三郎記念デッサン大賞展　―明日の表現を拓く― (44日間)

1月25日～
2年3月15日

699

　　担当学芸員によるギャラリートーク

①6月8日
②7月13日
③10月26日
④11月30日

無料

①10
②16
③2
④8

―

資料収集
　［指定管理］

　貴重な美術作品及び美術に関する資料を、世田谷区民の文化的財産として蓄積して
いくため、区と共に収集委員会条例に基づき、美術品等を収集した。現在、作品の購入
はないが、作家本人や区民から寄贈の申し出があり、収集する機会が生ずる。これらの
機会を的確にとらえ調査を行い、収集委員会への提案に結び付けた。美術作品の収集
―寄贈460点

通年 ― ― ―

作品保管整理
　［指定管理］

　収蔵品を保管・整理し、いつでも展示・公開できるように作品のコンディションを良い状
態に保った。問題が生じた作品は修復や額装改善などの処置を施した。作品のデータ
については収蔵品管理システムを活用し、一括管理した。また、収蔵品の公開の機会を
増やすため、貸付要領に基づき、作品の貸出を行った。　修復、額装など224点。貸出に
ついては、貸出20件199点(内資料2点)、返却19件188点(内資料0点)、寄託1件212点

通年 ― ― ―

資料収集・
管理

世田谷美術館及び
分館

収蔵品展

向井潤吉アトリエ館収蔵品展
　[指定管理]

向井潤吉アトリエ館

清川泰次記念ギャラリー収蔵品
展
　[指定管理]

一般200他 2,400

清川泰次記念ギャ
ラリー

宮本三郎記念美術館収蔵品展
　[指定管理]

一般200他

宮本三郎記念美術
館

3,600
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　美術の普及を目的とした各種講座、企画展に関連した講座、子どもから大人まで幅広
い年齢層を対象とした単独開催形式の講座を開催した。100円ワークショップなど、実技
の体験を目的とした講座や小中学生を対象に連続した実技と講義で美術を学ぶ講座を
開催した。

　世田谷美術館×世田谷区民健康村
　「美術館から出かけるスケッチの旅～古民家のある風景」

9月8日、9日 23,000 21 20

【100円ワークショップ】

　　100円ワークショップ(ミュージアムコレクションⅢ　アフリカ現代美術コレクションのすべ
て)
　　「アフリカン・バザール」

ミュージアムコレクション
Ⅲ開催期間中の土曜日

100 58

　　100円ワークショップ(田沼武能展)
　　「昔の遊び～カルタ風メッセージマグネット」

田沼武能展開催期間中
の土曜日

100 10

　100円ワークショップ(ある編集者のユートピア展)
　　「植物図案のステンドグラス風ブリエット・オーナメント」

ある編集者のユートピア
展開催期間中の土曜日

100 404

　用賀小学校スマイルスクール出張100円ワークショップ 8月2日 100 31

　100円ワークショップ(素敵なふたり展)
　「素敵な布あそび」

素敵なふたり展開催期
間中の土曜日、8月中の
金曜日

100 733

　子どもとおでかけ美術館「チェコにまつわる　おはなし会」
　①「いやだ いやだの きかんぼ ひよこ」の紙人形劇
　②「のっぽ、ふとっちょ、千里眼」の人形劇

①10月26日
②11月2日

無料
①20
②43

　100円ワークショップ(チェコ・デザイン100年の旅展)
　「チェコボタン風ピンバッジ」、「チェコトイズ風ウッドビーズストラップ」

チェコ・デザイン100年の
旅展開催期間中の土曜
日

100 735

　100円ワークショップ(奈良原一高展)
　「モザイコ・エスパニョール」

奈良原一高展開催期間
中の土曜日

100 631

　100円ワークショップ(村井正誠展)
　「かたちをならべて型染てさげ」

村井正誠展開催期間中
の土曜日
2年2月15日以降新型コ
ロナウイルス感染拡大防
止のため中止

100 97

　こども映画ワークショップ
　講師：杉田協士、大川景子、飯岡幸子

8月1日、6日、7日、
8日、18日

3,000 17 20

　ナイトツアー 8月24日 500 41 50

　「奈良原一高のスペイン―約束の旅」展関連企画
　鑑賞ワークショップ「見る、話す。」
　講師：白鳥建二

2年1月17日
①10：30～
②14：30～

無料
①7
②6

各7

ワークショッ
プ・講座

講座・ワークショップ

世田谷美術館、創
作室など

1,500
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　展覧会の内容や当館の建築などからヒントを得て、一般参加者(主として10代～20代の
若者)が演劇をつくった。プロの演出家が講師となり、参加者の表現をサポートした。(1回)

　ワークショップ
　講師：柏木陽、塚田美紀

12月1日
10代500

20代以上2,000
7 15

　区民60人を対象に、総合的に美術を学ぶ美術大学本科を45日間、ＯＢを対象としたス
テップアップ講座を21日間開催した。

通年
本科70,000

ステップアップ講
座10,000～2,000

180 200

　美術大学講師作品展　群馬直美　神の仕業―下仁田ネギの一生 12月10日～2年1月13日 無料 3,000 ―

　美術館を音楽による交流の場とするとともに、若手を中心とする優秀な音楽家の育成を
図ることを目的に、実力ある若手音楽家によるリサイタル形式のコンサートを行った。(5
回)

　橋本彩子　ヴァイオリン・リサイタル 5月5日 無料 194 140

　ハビエル・バスケス・グレラ  ピアノ・リサイタル 6月30日 無料 162 140

　中島英寿　ピアノ・リサイタル 9月7日 無料 190 140

　Duo Uchida　ピアノ４手連弾リサイタル 12月1日 無料 173 140

　大滝俊　ピアノ・リサイタル 2年2月1日 無料 182 140

　読売交響楽団メンバーによるアンサンブル　O.メシアン　《世の終わりのための四重奏
曲》

2年3月1日
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

無料 ― 140

ワークショッ
プ・講座

えんげきのえ 世田谷美術館

美術大学 世田谷美術館他

プロムナード・コンサート 世田谷美術館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　展覧会内容に関連するパフォーマンス等のイベントを実施した。当館の展覧会は狭義
の「美術」に限定されない内容を含むことが多く、関連企画というかたちで展覧会内容の
広がりをいっそう魅力的に紹介した。

　音楽×ダンス
　ナイトシェード　かごの中の鳥　Bird in a Cage
　出演：日渡奈那、笠井友紀、上村なおか

①4月20日
②4月21日
(1)13:00
(2)16:00

一般当日3,500
小･中・高・大

1,500他

①109
②(1)80
   (2)60

各回120

　造形ワークショップ「トリヲハナツ」
　講師：内野徹

4月20日
一般2,000

小中高大1,000
13 15

　「奈良原一高のスペイン―約束の旅」展クロージングイベント
　FLAMENCO meets JAZZ　アモス・ロラ＆ハコ・アベル

2年1月26日
一般当日3,500、
大学生当日2,500

他
156 120

　トーク「如月小春を読みなおす　「続・八月の子どもたち」から」
　講師：柏木陽、杉田協士

①2年2月11日
②2年2月16日

500
①41
②25

各回40

　音と映像で楽しむクラシック講座　vol.40
　講師：稲葉忠実、後藤吉成、浅見秀司

5月18日 500 45 50

　人ひろば vol.43「映画監督・藤原智子さんの作品上映会　一周忌を地域で悼む　～日
本の近現代史を追った7作(ダイジェスト)」

6月9日 500 50 50

　〈実技講座〉画家の目、画家の心 7月27日
一般3,000

高校生以下1,500
15 15

　サマーワークショップ
　「写真でまねっこ！　絵の中の衣装をつくって演じてみよう」

8月9日、10日、11日
一般200円

中学生以下100円
(観覧料を含む)

71 180

　鑑賞ワークショップ「絵をみること・かんじること・わかること」 8月28日
中学生無料、

高校生以上要観
覧料

16 15

　人ひろば vol.44「奥沢・玉川の地域の歴史再発見！第２弾」
　講師：染野和夫

9月8日 500 58 50

　子どもとおでかけ美術館　「ふうけいのおはなし会」
　出演：おはなしポケット、三羽の小鳥

11月16日
一般200円

中学生以下100円
(観覧料を含む)

8組
17人

15組
30人

　音広場「クロマチックハーモニカ　トーク＆コンサート」
　出演：木谷悦子

12月21日 1,000 49 50

　ニューイヤーコンサート
　出演：アコルディ弦楽四重奏団

2年1月26日 1,500 45 45

　人ひろば vol.45「室町時代からの日本のミュージカル「能」入門―上野毛に能舞台をつ
くって」
　講師：長山桂三

2年3月1日
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

500 ― 50

ワークショッ
プ・講座

パフォーマンス等イベント 世田谷美術館

分館講座室活動
宮本三郎記念美術
館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　世田谷区教育委員会との連携により、世田谷区立の小学校4年生の児童、中学校1年
生の生徒を対象に、展覧会及び美術館内の施設見学を実施した。また特別プログラムで
は、当館インターンによる区立小学校への出張授業を行った。(美術鑑賞教室は小中学
校全90校)

　【小学生】 通年 ― 5,565

　【中学生】 通年 ― 1,721

　川場村小学校美術鑑賞教室 11月1日 ― 26
川場村立川場小学
校

博物館実習
　学芸員後継者育成と美術館の普及のために、博物館学実習の講義、実習を行った。
(12日間)

通年 10,000 24 20 世田谷美術館

インターンシップ
　長年の実績がある東京学芸大学インターン生を指導し、鑑賞教室で来館する区内小
学校4年生を対象に事前(事後)の出張授業を行う特別プログラムを実施した。インターン
活動を当館の教育普及事業の企画と連携・展開させる可能性を探った。

通年 無料 1,900 5,900 世田谷美術館他

区内大学との連携事業

　区内の各地域や学校と連携し、コラボレーション事業を行った。三軒茶屋を舞台にした
昭和女子大学主催の学園祭でのプロジェクトや、用賀駅前で行う大学生主体の「用賀サ
マーフェスティバル」と連携し、世田谷美術館のコレクションを活用したワークショップや
創作活動を実施した。

通年 無料 18 1,000
世田谷美術館／区
内大学

アクセシビリティ向上事業
　展覧会に関連した講演会において、より良い理解を目的として、手話通訳を手配し、配
置した。

通年 無料 34 50 世田谷美術館

　美術と教育に関心のある方を対象に、美術を鑑賞する方法を幅広い視点からとらえ直
すことを目的に、視覚障害者の美術鑑賞に関して先進的な活動を行っている国内外の
団体の事例を紹介した。

　講演「夢見る指先　みんなで楽しむ触察本の世界」
　講師：フィリップ・クローデ

8月7日 700 50 140 世田谷美術館

アートライブ
ラリーの運
営

アートライブラリーの運営
　［指定管理］

　世田谷美術館が所蔵している美術専門書の閲覧やビデオ視聴、またレファレンスサー
ビス等による情報提供を行った。

通年 ― 11,207 12,000 世田谷美術館

人材育成
プログラム

アクセシビリ
ティ向上事
業

ミュージアム・セッション

子どもと学
校プログラ
ム

美術鑑賞教室

47,244

世田谷美術館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　世田谷区もしくは川場村在住・在勤・在学者を対象に、隔年で、絵画作品(洋画、水彩
画、日本画、版画)及び写真作品の募集を行い、審査の上、入賞・入選作品を区民ギャラ
リーにて展示した。令和元年度は写真作品の募集・展示を行った。

2年1月4日～12日 無料 166 250

　審査員による写真教室
　講師：秋山亮二、茅野義博

2年1月12日 無料 57 140

区民ギャラリー等の貸出
　［指定管理］

　世田谷美術館及び清川泰次記念ギャラリーにおいて、創作活動発表の場として区民
ギャラリーの貸出を行った。

　①美術館(本館)区民ギャラリー
　創作活動発表の場として、世田谷美術館の区民ギャラリーＡ・Ｂ貸出を行った。(利用団
体数137)

通年
1日あたり1室

13,820他(利用は
6日単位)

69,540 78,000

　②美術館(本館)講堂
　文化・芸術に関する活動・発表の場として、美術館活動に支障のない範囲で世田谷美
術館の講堂貸出を行った。(利用団体数17)

通年 1日10,800他 972 1,600

　③清川泰次記念ギャラリー区
民ギャラリー

　創作活動発表の場として、清川泰次記念ギャラリーの区民ギャラリー貸出を行った。(利
用団体数39)

通年
1日あたり2,880他
(利用は6日単位)

4,839 6,000
清川泰次記念ギャ
ラリー

第6回
世田谷区芸術アワード”飛翔”募
集

　若手アーティストを奨励・支援する世田谷区芸術アワード”飛翔”「美術」部門の募集に
際し、広報、審査等を実施した。2年11月に受賞記念展示を予定。

募集 8月～9月
表彰　2年2月

―
19件

(応募数)
― 世田谷美術館他

ボランティア活動
　世田谷区立小学校鑑賞教室及び出張授業、中学校鑑賞教室、川場村小学校出張授
業、ミュージアム・ツアー、ワークショップ、イベント等の支援を行った。

通年 無料 282 250 世田谷美術館他

さくら祭 　エントランス広場等での美術館ＰＲのためのイベントを開催。
2年3月28、29日

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

― ― 各5,000 世田谷美術館

美術館広報
　ホームページや印刷物の他、マスコミ等の媒体への情報提供を通じて、館の活動や事
業予定・内容等について広く区民等へ発信した。

通年 ― ― ― ―

美術館だより・年報の発行
①美術館だより(年3回)の発行
②年間予定表(2020年度)の発行

①6月、10月、2年2月、
②2年3月

―
①各1,500部、

計4,500部
②45,000部

①各1,500部、
計4,500部
②50,000部

―

地域活性の
ための文化
芸術事業

美術館広報

区民の表現
の場の提供

区民絵画・写真展
　(交互・隔年開催)

世田谷美術館

世田谷美術館
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 (５) 世田谷文学館

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

萬画家・石ノ森章太郎展
―ボクは、ダ・ビンチになりた
かった

　万物を表現できるメディアとしての〈萬画〉を提唱した、マンガ家・石ノ森章太郎。「マン
ガを活かした街づくり」などの晩年の郷里貢献活動を、東日本大震災から奇跡の復興を
果たした石ノ森萬画館(石巻市)の活動とともに紹介した。

4月20日～6月30日 800～無料 11,145 12,000 世田谷文学館

原田治 展
「かわいい」の発見

1970年代後半から90年代にかけて、女子中高生を中心に爆発的な人気を博した「オサ
ムグッズ」の生みの親、原田治の多方面にわたる創作活動を紹介した。

来場者層の拡大を図り、会場内を写真撮影可にするとともに、「かわいい」をキーコンセ
プトにして展覧会のイメージづくりを行った。2020年4月以降、全国巡回予定。

7月13日～9月23日 800～無料 35,923 13,000 世田谷文学館

小松左京展―D計画―

 
『復活の日』『日本沈没』『首都消失』他、壮大なスケールで描いたＳＦ大作の数々を世

に送り出した小松左京(1931～2011)。本展のサブタイトル「Ｄ計画」は、『日本沈没』の作
中で遂行されるプロジェクト名より採った。「Ｄ」はディザスター(disaster)＝災害を意味す
る。人類と宇宙の関係性を追求し、自然災害や人類が引き起こす戦争など大いなる災い
への危惧を訴え続けた小松左京の〈文学〉こそが〈Ｄ計画〉そのものであったことを伝え、
多彩な資料をもとに、小松が我々に残したメッセージを、次の世代にも受け継がれる空間
となることを目指した。

10月12日～12月22日 800～300 5,764 11,970 世田谷文学館

第38回　世田谷の書展
現代書壇を代表する区内在住書家約32名による、所属会派を超えた新作展を開催。

「世田谷ゆかりの作家たち」をテーマにした作品により、日本が誇る文化・文学と書道が
織りなす豊かな芸術世界を展観した。

2年1月5日～12日 無料 476 560 世田谷文学館

ようこそ歌舞伎の国へ
六世　中村歌右衛門展

世田谷・岡本の地を終の棲家とした人間国宝、六代目・中村歌右衛門(1917～2001)
は、その艶麗で品格ある芸風で、日本のみならず世界も魅了する。三島由紀夫が「時代
を代表する俳優」と絶賛したとおり、年齢に応じて「まことの花」を咲かせながら、昭和から
平成にかけて歌舞伎界を名実共に牽引した。

本展では「京鹿子娘道成寺」「隅田川」「伽羅先代萩」「助六由縁江戸桜」など、当たり
役と言われた名作とともにその役作りを紹介、海外公演の足跡、ゆかりの品々などもあわ
せて展観し、不世出の女方の人と芸に迫った。

2年1月18日～3月29日
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため予定会

期(4月5日)前に終了
800～300

3,028
(3月29日集計)

11,970 世田谷文学館

企画展事業
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

調査・研究 調査・研究 ［指定管理］

　文学館活動の基盤となる世田谷ゆかりの作家・ゆかりの作品の調査・研究を行い、「世
田谷文学館ニュース」内などで紹介した。所蔵書簡資料の翻刻作業を進めた他、本年度
新収蔵資料の石川淳関連資料504点のデジタル画像撮影、収蔵品の書簡データ1,018
件の修正も行った。

通年 ― ― ― 世田谷文学館

収蔵品展
コレクション展 前期
仁木悦子の肖像
　［指定管理］

　前年度に約500点の寄贈を受けて充実した仁木悦子コレクションを広く公開する展覧
会。世田谷ゆかりの推理作家仁木悦子を「推理作家」「童話作家」の2面から紹介、交友
のあった寺山修司からの書簡20点以上を初公開した。

4月20日～9月23日 200～100 17,081 11,000 世田谷文学館

収蔵品展

コレクション展　後期
「新青年」と世田谷ゆかりの作家
たち
　［指定管理］

 大正～昭和期の雑誌「新青年」で活躍した横溝正史、海野十三、小栗虫太郎といった
世田谷ゆかりの小説家の原稿類や自筆資料、書簡類を中心に、愛用の品々も交えなが
ら、作家たちの交流の様子を紹介した。

10月12日～2年3月29日
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため予定会

期(4月5日)前に終了

200～100
5,426

(3月29日集計)
11,000 世田谷文学館

資料収集・
管理

資料収集・管理
　［指定管理］

　世田谷ゆかりの作家や区民等からの寄贈・寄託により、文学資料等の収集を行う。世田
谷区が所有している作品を系統的に整理するとともに、良好な状態で保存・展示するた
め保管管理し、計画的に調査を進めた。また、貸付要領に基づき、コレクションの貸付を
行った。
　■令和2年3月31日現在 100,680点の収蔵品を登録・保管
　■収蔵品の貸付4件(48点)
　■収蔵品の画像貸付7件(9点)

通年 ― ― ― 世田谷文学館

ＯＡシステム
OAシステムの運用
　 [指定管理]

　収蔵資料を適切に管理し、活用・公開を促進するため、収蔵品管理システムの管理運
営を行った。世田谷文学館WEBサイトでの「コレクション検索」サービス実施のため、公開
資料データの点検整備を行った。

通年 ― ― ― 世田谷文学館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　「いつでも・どこでも・だれでも参加できる」を活動方針として、「地域に根ざした文学館」
となることを目指し、地域と協働しながら事業を実施した。この事業は、館内外で行うワー
クショップなどを地域交流催事、図書館や小中学校での出張展示を地域交流展示と位
置づけ、「地域の子ども」「地域のおとな」「博物館」を積極的につなげる役割を担い、そ
れにより幅広い層と地域への浸透を図っている。事業の成果は、「どこでも文学館報告書
2019」をはじめ、広報やインターネットを通じて報告しながら、これまで当館をご利用いた
だいていない方々にも関心を持っていただけるよう活動した。
　元年度はのべ21回のワークショップを実施し、のべ33か所で出張展示を開催した。ま
た、特定費用準備資金を活用し、新規出張バナー「原田治 OSAMU’S MOTHER
GOOSE」と「大竹英洋 ノースウッズ―生命を与える大地―」を制作した。

通年

ワークショップ「pipioといっしょに(読み聞かせと工作)」(4回)
講師：武本佳奈絵、平澤朋子　※3月8日は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中
止

4月21日、8月23日、9月
7日、12月8日

無料 160 世田谷文学館

ワークショップ「＜ほんとわ＞哲学カフェ」(4回)
講師：幡野雄一

5月25日、9月15日、11
月10日、2年2月15日

無料 59 世田谷文学館

ワークショップ「〈木工ワークショップ〉木遊木」
講師：遠藤伸一

6月1日 無料 60 世田谷文学館

ワークショップ「だれでも製本家 ～本の形に仕立てよう～」
講師：佐藤真紀、中野裕子

8月9日 無料 36 奥沢区民センター

ワークショップ「ことばとからだ ～からだで表現しよう～」
講師：日本女子体育大学

8月22日 無料 27 世田谷文学館

ワークショップ「ネイチャーコラージュ 自然素材に親しもう」
講師：須藤正男

8月27日 無料 42 桜丘区民センター

ワークショップ「だれでも小説家 ～ショートショートを書こう～」(3日間)
講師：荒居蘭

9月7日、8日、16日 無料 62 世田谷文学館

ワークショップ「もっと朗読を楽しもう プロの読み方を聞いてやってみよう」
講師：緒方賢一、水田わさび

11月9日 無料 31 世田谷文学館

ワークショップ「芦花小学校+大竹英洋ワークショップ」(3日間)
講師：大竹英洋

11月11日、12日、15日 無料 545
芦花小学校・都立
蘆花恒春園

ワークショップ「もっと絵本を楽しもう」
講師：天野慶、まどか

12月18日 無料 28 世田谷文学館

ワークショップ「ワン・ミニット・ムービー」
講師：北阪昌人、本田友美

2年2月1日 無料 34 世田谷文学館

出張展示「赤毛のアン ―プリンス・エドワード島への旅―」 4月1日～4月5日 無料 941 奥沢区民センター

出張展示「大竹英洋 北の森 ノースウッズの世界」 4月5日～5月8日 無料 5,860 奥沢区民センター

地域連携事
業

50,000
↓

どこでも文学館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

出張展示「新 宮沢賢治幻想紀行」 5月8日～6月6日 無料 5,074 奥沢区民センター

出張展示「大竹英洋 北の森 ノースウッズの世界」 5月17日～9月27日 無料 10,989

川場村 ふじやまビ
レジ(食堂前/せせ
らぎの湯)

出張展示「山へ！ to the mountains」 5月17日～9月27日 無料 9,959
川場村　なかのビレ
ジ

出張展示「セタブン人生相談―あなたのための人生処方箋」 6月6日～7月5日 無料 4,705 奥沢区民センター

出張展示「SF入門 Vol.1 星新一」 6月10日～6月14日 無料 465 駒繋小学校

出張展示「新 宮沢賢治幻想紀行」 6月14日～6月28日 無料 677 祖師谷小学校

出張展示「赤毛のアン ―プリンス・エドワード島への旅―」 6月17日～7月17日 無料 345 八幡小学校

出張展示「SF入門 Vol.1 星新一」 7月5日～8月29日 無料 8,757 奥沢区民センター

出張展示「アルプスの少女ハイジ」 7月19日～9月4日 無料 2,564
コミュニティカフェ
ななつのこ

出張展示「セタブン人生相談―あなたのための人生処方箋」 7月26日～8月20日 無料 4,720 中央図書館

出張展示「水上勉のハローワーク」 8月15日～9月13日 無料 3,667 桜丘区民センター

出張展示「SF入門 Vol.2 星新一」 8月29日～9月26日 無料 5,016 奥沢区民センター

出張展示「SF入門 Vol.1 星新一」 9月4日～10月9日 無料 10,500 鎌田図書館

出張展示「セタブン人生相談―あなたのための人生処方箋」 9月7日～9月8日 無料 340
神奈川県立光陵高
等学校

出張展示「アルプスの少女ハイジ」 9月11日～9月20日 無料 542 烏山小学校

出張展示「水上勉のハローワーク」 9月20日～10月16日 無料 763 用賀中学校

出張展示「新 宮沢賢治幻想紀行」/「セタブン人生相談―あなたのための人生処方箋」 9月27日～2年2月29日 無料 11,558
川場村 ふじやまビ
レジ(食堂前/せせ
らぎの湯)

地域連携事
業

↑
50,000

↓
どこでも文学館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

出張展示「新 宮沢賢治幻想紀行」 9月27日～2年2月29日 無料 3,099
川場村　なかのビレ
ジ

出張展示「大竹英洋 北の森 ノースウッズの世界」 10月3日～11月15日 無料 366 池之上小学校

出張展示「宮西達也と子どもたち」 10月4日～10月18日 無料 677 祖師谷小学校

出張展示「山へ！ to the mountains」 10月9日～11月1日 無料 357 緑丘中学校

出張展示「SF入門 Vol.2 星新一」 10月9日～11月4日 無料 9,800 鎌田図書館

出張展示「宮西達也と子どもたち」 10月21日～11月19日 無料 345 八幡小学校

出張展示「中高生のための寺山修司のススメ」 10月28日～11月29日 無料 319 玉川中学校

出張展示「赤毛のアン ―プリンス・エドワード島への旅―」 11月18日～12月13日 無料 366 池之上小学校

出張展示「芦花小学校＋大竹英洋ワークショップ 4年生作品展」 2年1月10日～2月14日 無料 5,885 粕谷区民センター

出張展示「大竹英洋 北の森 ノースウッズの世界」 2年1月21日～2月2日 無料 225
三重県南南牟婁郡
紀宝町立鵜殿図書
館

出張展示「SF入門 Vol.2 星新一」 2年1月24日～2月27日 無料 12,200 鎌田図書館

出張展示「宮西達也と子どもたち」 2年1月30日～2月28日 無料 6,066 奥沢区民センター

　世田谷区教育委員会の「世田谷区幼児教育・保育推進ビジョン」の基本方針の一つで
ある「文化・芸術とふれあうための各園等における環境づくり支援」の一環として、乳幼児
を対象とした文化・芸術体験のアウトリーチ事業と連携するため、世田谷文学館が制作し
た出張展示用バナーセットの展示を、当委員会から委託を受け実施する。

通年
区内幼稚園・保育
園など

出張展示「宮西達也と子どもたち」 6月3日～6月28日 無料 61 中町幼稚園

出張展示「宮西達也と子どもたち」 9月2日～9月30日 無料 180 希望丘保育園

地域連携事
業

どこでも文学館
↑

50,000

幼保連携
　[区受託]

2,000
↓
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

石ノ森章太郎展関連企画・講演会「石ノ森章太郎と過ごした日々　講師：ちばてつや」 6月16日 1,000 144

「原田治展　『かわいい』の発見」
ポップアップストア(OSAMU GOODS 見せびらかし交流会)

7月20日 無料 493

「原田治展　『かわいい』の発見」
ポップアップストア(OSAMU GOODS 見せびらかし交流会)

7月28日 無料 420

吉田篤弘の〈ロンリー・ハーツ読書倶楽部〉　第1回
出演：吉田篤弘

8月3日 500 54

「原田治展　『かわいい』の発見」
トークイベント
出演：新谷雅弘、信濃八太郎

8月25日 500 156

「原田治展　『かわいい』の発見」
活弁付き映画上映会
上映作品：『雄呂血』

9月14日 1,000 79

「原田治展　『かわいい』の発見」
ポップアップストア(OSAMU GOODS 見せびらかし交流会)

9月15日 無料 935

ロビンソン・クルーソー刊行300年記念イベント
探検家・高橋大輔講演会「物語を旅すること」

9月22日 無料 63

「小松左京展―D計画―」関連イベント
オープニング記念対談「小松左京とSF蜜月時代」
出演：筒井康隆、豊田有恒

10月13日 1,000 178

コンサート「0才からのジャズコンサート」　(3回)
出演：クニ三上(ピアノ)、池田聡(ベース)、横山和明(ドラムス)

11月6日
1,500

(当日1,800)
300(当日600)

300

「小松左京展―D計画―」関連イベント
朗読会「左京と宇宙をさまよう―戦時少年が『日本沈没』を書くまで―」
出演：声を楽しむ朗読会

11月16日 無料 41

吉田篤弘の〈ロンリー・ハーツ読書倶楽部〉　第2回
出演：吉田篤弘

11月17日 500 58

講演会等事
業

世田谷文学館
企画展・コレクション展・ライブラ
リー関連公演会、上映会、コン
サート等事業

↑
2,000

↓
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

「小松左京展―D計画―」関連イベント
「日本沈没」(2006年版)トーク＆上映会
出演：樋口真嗣、巽好幸

12月7日 1,000 130

「小松左京展―D計画―」関連イベント
記念対談「誰も語らなかった小松左京」
出演：とり・みき、ヤマザキマリ

12月14日 1,000 155

「六世　中村歌右衛門展」オープニング記念講演会
「歌右衛門の玉手御前」
講師：渡辺保

2年1月19日 1,000 114

「六世　中村歌右衛門展」関連催事
「歌舞伎座ギャラリー」見学会

2年2月12日 900 17

「六世　中村歌右衛門展」記念講演会
「父・六世中村歌右衛門を語る」
出演：中村梅玉、聞き手：岡崎哲也

2年3月15日
新型コロナウイルス感染
拡大防止のため中止

1,000 ―

連続講座　遠藤周作 神に問い
かけつづける旅

　世田谷にゆかりのある作家・遠藤周作について、5人の作家、研究者により多角的に顕
彰する連続講座を行った。
　第1回 加賀乙彦「遠藤周作の思い出」、第2回 持田叙子「遠藤周作　笑いの恵み」、第
3回 富岡幸一郎「『沈黙』から、現代のキリスト教世界」、第4回 高橋千劔破「遠藤周作と
歴史小説」、第5回 福田耕介「遠藤周作とフランソワ・モーリヤック―『テレーズ・デスケ
ルー』の痕跡を追って」

9月21日、29日、10月5
日、19日、2７日

1,000 146 300 世田谷文学館

セタブンマーケット 2019

書物との新たな出会いと多様な楽しみ方を発信する、本と食の蚤の市を開催した。
2019年度は「石ノ森章太郎展」と連動して石ノ森の故郷・石巻の名産品販売や、石ノ森
作品のヒーローイベントを企画した。あわせて、地域催事「烏山下町まつり」の一部を館内
で開催し、近隣のショップに出店してもらうなど、地域交流を図った。

6月1日 無料 1,984 2,000 世田谷文学館

国際交流事
業

台湾交流事業

世田谷区と台湾(中華民国)の文化交流の一環として、令和2年度より世田谷文学館と
国立台湾文学館との協働事業や体験型交流の実施予定のため、国立台湾文学館との
交流事業の具体的な内容検討と意見交換と打合せ、国立嘉義大学への協力依頼のた
めに職員を派遣した。

12月 ― ― ― 世田谷文学館

活動支援・
共催事業

市民活動・友の会の支援など
　区内生涯学習グループ・大学からの展覧会見学の解説、区民センターへの出張講座、
友の会との共催イベントを行った。

通年 ― 417 1,000 世田谷文学館他

学芸員実習 　6大学から学芸員資格取得希望者を受け入れ、博物館業務の実習を行った。 7月23日～28日 無料 6 5 世田谷文学館

職場体験受入 　区立中学校３校が参加し、博物館業務の体験学習を実施した。
７月9日～11日、9月11
日～13日、10月30日～

11月1日
無料 36 30 世田谷文学館

講演会等事
業

人材育成
プログラム

↑
2,000

世田谷文学館
企画展・コレクション展・ライブラ
リー関連公演会、上映会、コン
サート等事業
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

ライブラリー
の運営

ライブラリーの運営
　［指定管理］

　授乳室などのベビーケア設備を備えた親子のための本のエリアや、各分野のプロ
フェッショナルや作家が薦める本のコーナー、定期的に入れ替わる特集コーナーなど、
書物との新たな出会いと多様な楽しみ方を可能にする、地域のための図書空間を企画・
運営した。また、3階閲覧室において、収蔵している閉架資料の閲覧サービスを行った。

 特集コーナー「本と輪　この3冊」
vol.6執筆者：柄谷行人、高野文子、藤原辰史、森田真生、山崎ナオコーラ、吉川浩満
vol.7執筆者：いとうせいこう、宇多丸、かせきさいだあ、菊地成孔、Bose、みうらじゅん

通年 ― 27,471 24,000 世田谷文学館

第35回　世田谷文学賞

　区民の創作活動の発表の場として、短歌・俳句・川柳・詩・随筆作品を募集した。上位
入賞作品は冊子「文芸せたがや」に掲載した。選考委員：草田照子、佐佐木幸綱、高橋
悦男、西村和子、おかの蓉子、速川美竹、三田　洋、渡辺めぐみ、鴻巣友季子、堀江敏
幸

募集9月
表彰2年3月

新型コロナウイルス感染
拡大防止のため式典中

止

― 227 ― 世田谷文学館

第6回世田谷区芸術アワード“飛
翔”文学部門

　世田谷区及び(公財)せたがや文化財団が実施する若手アーティスト支援のための同
賞の文学部門として募集を行い、55作の応募があった。下読み選考を経た上位作品を
外部審査会(外部審査員：青野聰、三田誠広)にて審査し、受賞候補作を選出した。本審
査会にて熾野優「光暈」を受賞作に決定した。同作は「文芸せたがや」ならびに文学館
HPに掲載した。

募集5月～9月
表彰2年2月
作品発表3月

― 55 ― ―

文学館広報
　ホームページや印刷物の他、マスコミ等の媒体への情報提供を通じて、館の活動や事
業予定・内容等について広く発信した。

通年 ― ―

文学館ニュースの発行
　文学館の事業活動を広く周知するため、文学館ニュースを年3回発行した。

館長対談：蓮實重彥(72号)、三浦しをん(73号)、亀山郁夫(74号)
9月、12月、

2年3月
― ―

各
10,000部

―

文学館広報

区民の表現
の場の提供
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　（６） 財団共通　

事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　様々な状況にある区民等の参加機会を増やすため、公演等において来館者サポート
を行った。

　【生活工房】
  　①車椅子の貸出

通年 ― ― ―
ワークショップルー
ム等

　　②授乳スペースの提供 通年 ― ― ― 授乳室等

    ③世田谷クロニクル展関連イベント　見えるものと見えないものを語る会
　　　（共催：視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ）

3月20日 ―

新型コロナウイ
ルス感染拡大
防止のため中

止

7
ワークショップルー
ム等

　
　【世田谷パブリックシアター】

    ①託児サービス　　託児付き公演 (47公演)
通年

2,000円
2年1月から

2,200円
173 ―

　　②車椅子スペースの利用 通年
定価の10%引、
付添1名無料

144
(付添62)

―

　　③車椅子の貸出 通年 ― ― ―

　　④客席内エレベーターの利用 通年 ― ― ― シアタートラム

　　⑤視覚障害者のための音声案内システム付き化粧室の設置 通年 ― ― ― パブリックシアター

　　⑥視覚障害者のための舞台説明会
　　　　　(対象：主催公演) 　4公演

通年 ―
70

(付添含む)
―

　　⑦盲導犬を伴っての観劇
　　　　　(対象：主催公演)　4公演

通年 ― 9 ―

　　⑧視覚障害者向けの解説付き音声ガイド
　　　　　(対象：主催公演)　0公演

通年 ― ― ―

　　⑨聞こえにくい方向けの音声サポート
　　　　　(対象：主催公演)　6公演

通年 ― 20 ―

　　⑩聴覚障害者のための上演台本の貸出
　　　　　(対象：主催公演、要事前申込)

通年 ― 2 ―

　　⑪聴覚障害者のためのオンライン手話サービス
　　　　　(アクセス、チケット購入方法等)

通年 ― ― ― 劇場ホームページ

　　⑫非常時の避難方法及び広域避難場所への地図の配布 通年 ― ― ―

　　⑬聴覚障害者のためのコミュニケーションボードの設置 通年 ― ― ―

来館者サ
ポート

来館者サポート

パブリックシアター/
シアタートラム

パブリックシアター/
シアタートラム

パブリックシアター/
シアタートラム
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　世田谷美術館
　　①手話通訳付き講演会・講座等（17回）

4月7日、5月18日、
6月1日、22日、

7月21日、8月25日、
9月22日、28日、

10月14日、
11月24日、30日、
12月15日、21日、

2年1月25日、
2月9日、16日、22日

無料 1,641 ―

　　②車椅子、昇降式車椅子等の貸出 通年 ― ― ―

　　③ベビーカーの貸出 通年 ― ― ―

　　④授乳スペースの提供 通年 ― ― ―

　　⑤音声誘導装置の導入 通年 ― ― ―

　
　【世田谷文学館】

　　①車椅子の貸出

通年 ― ― ―

　　②ベビーカーの貸出など 通年 ― ― ―

　　③授乳室の利用 通年 ― ― ―

　　④託児サービス 9月14日 1,000～500 2 ―

せたがやアーツカード

　世田谷区民を対象とする登録料、年会費無料の会員制度。劇場公演の先行発売や劇
場、音楽事業部の公演料金割引、美術館、文学館の観覧料が団体割引になる会員特典
がある。
　会員向けメールマガジン配信(希望者のみ、月1回)などで財団事業や施設利用者の拡
大と財団事業の情報提供を行った。

通年 無料

登録者数
１6,618

割引利用者
延 5,073

17,000 ―

来館者サ
ポート

来館者サポート

世田谷美術館

世田谷文学館
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

　財団ホームページ等により財団及び事業内容等を紹介する。また、ふるさと区民まつり
等のイベント会場での事業ＰＲなどの広報活動を行った。

　①財団ホームページの運用 通年 ― ― ― ―

　②ふるさと区民まつりPR活動 8月3日、4日 ― ― ― 世田谷公園

　③財団広報誌「せたがやアーツプレス」の発行 (3回) 4月、8月、12月 無料 各15,900部 各15,900部 ―

せたがや文化・スポーツ情報ガ
イドの発行

　財団各部の事業内容等を広く区民等に周知するため、毎月25日にタブロイド版の情報
紙を発行した。新聞(主要6紙)折り込み、図書館等の区施設、区内鉄道駅広報スタンド等
に配布した。(12回)

毎月25日発行 無料 各266,700部 各266,700部 ―

　世田谷文化生活情報センターの施設維持管理を行った。 通年 ― ― ―
世田谷文化生活情
報センター

　生活工房セミナールーム、ワークショップルームの貸出を行った。 通年 9,720～2,400 33,495 ―
世田谷文化生活情
報センター

　世田谷区内の劇団等による演劇・舞踊・音楽公演、落語など、様々な催し物を実施し
た。6団体(公演回数45回)

通年 9,000～無料 8,401 ―
世田谷文化生活情
報センター

　世田谷美術館及び3分館（向井潤吉アトリエ館、清川泰次記念ギャラリー、宮本三郎記
念美術館）の施設維持管理、区民ギャラリー及び講堂の貸出を行った。

― ― ― ― ―

　①世田谷美術館区民ギャラリー　137団体 通年
1日あたり1室

13,820他（利用は
6日単位）

69,540 ― 世田谷美術館

　②清川泰次記念ギャラリー区民ギャラリー　39団体 通年
1日あたり2,880他
（利用は6日単位）

4,839 ―
清川泰次記念ギャ
ラリー

　③世田谷美術館講堂　17団体 通年 1日10,800他 972 ― 世田谷美術館

　世田谷文学館の施設維持管理を行った。 通年 ― ― ―

　講義室の貸出を行った。 通年 無料 2,630 ―

世田谷文学館

財団広報

財団広報

世田谷文化生活情報センターの
施設維持管理
　［指定管理］

世田谷美術館及び分館の施設
維持管理
　［指定管理］

世田谷文学館の施設維持管理
　［指定管理］

文化芸術の
拠点施設の
管理運営
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事業名 個別事業名 　実施内容 実施月日
利用料金

(円)
実績人数

(人)
当初計画数

(人)
実施場所

パブリックシアターＤＶＤ等の販
売

　劇場で上演された公演等を映像化したDVDや関連商品の販売を行った。 通年 6,600～500 1,833件 ―
世田谷文化生活情
報センター

美術館ミュージアムショップの運
営

　ミュ－ジアムショップにおいて、ゆかりの作家関連商品、収蔵品のオリジナルグッズ等の
直接販売、企画展図録、関連グッズ・書籍等の受託販売、他館等でのオリジナルグッズ
の委託販売を行った。

通年 ― ― ―
世田谷美術館及び
3分館

文学館ミュージアムショップの運
営

　ミュージアムショップを運営し、展覧会に関連したオリジナルグッズの開発、制作及び販
売、また、企画展図録、関連グッズ、書籍等の受託販売を行った。

通年 ― ― ― 世田谷文学館

ロビーカフェの運営
　世田谷パブリックシアターのロビーカフェを委託により運営した。
　(営業回数 188回)

通年 ― 9,019 10,000
世田谷文化生活情
報センター

レストランの運営
　世田谷美術館内のレストラン「ル・ジャルダン」は、利用者等への飲食提供サ－ビスおよ
び結婚式等パ－ティ－（37組）を実施した。

通年 ― 17,395 35,000 世田谷美術館

カフェの運営
　世田谷美術館内の地下喫茶「セタビカフェ」にて、来館者への飲食提供サ－ビスを行っ
た。

通年 ― 29,827 35,000 世田谷美術館

物品販売事
業

飲食物提供
事業
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３． 事業評価 

 

（１）生活工房 

「暮らし×デザイン」を切り口に、これまでに培ってきたアーティストや専門家、地域とのつながりを活かし、

展覧会、セミナー、ワークショップ等の事業を行った。誰にとっても身近で多様性に富む「暮らし」に根ざし、

ローカルな視点から異文化理解まで、幅広いテーマで事業を展開した。また、区民の活動拠点として、市民

活動支援コーナーや、セミナールーム・ワークショップルーム・コミュニティキッチンを運営した。年間の事業

参加者、施設入場者は１１３,８４５人となった。 

令和元年度は全体に、地元世田谷の生活文化を多様な切り口で掘り下げて紹介する企画に力を入れた。

区民の生活に身近なローカル線の歴史と沿線の今を楽しむ「世田谷線にのって展」にはじまり、区内の個人

宅に飾られている美術作品と、作品が飾られている写真、所有者へのインタビューで構成した「プライベート

コレクション展」、生まれも育ちも世田谷のエッセイストしまおまほ氏の視点から、原家族を見つめる「家族っ

て」展。さらに、４０年前、世田谷に誕生した日本で最初の冒険遊び場「羽根木プレーパーク」の源流を「遊

びと自治」を軸にたどる「プレーバック、プレーパーク！」展、世田谷区内で収集した８ミリフィルムのアーカイ

ブとともに、提供者の語りを紹介し、記録と記憶の関係を問いかける「世田谷クロニクル１９３６-８３」など、い

ずれも世田谷ならではのヒト・モノ・コトに光をあてた。「東京スーダラ２０１９ 希望のうたと舞いをつくる」では、

アーティストと市民による１年間の活動をもとに、私たちが生きる「今、ここ」を展示とパフォーマンスを通じて

問いかけた。そのほか、夏の子ども向けワークショップや、１０代を対象に企画した「分身ロボット OriHime で

会いに行く」、「日常を見限らない 匂いのワークショップ」、「哲学対話 パラシフ」など、セミナーやワークショ

ップでは、人が集い、対話する中で新たな発見やつながりが生まれる場を創出した。２月から３月にかけては、

新型コロナウイルスの影響により、人が集まる形式の事業のほとんどが中止となり、本来の目的を果たせなか

ったことが惜しまれる。 

 

 

（２）世田谷パブリックシアター 

１０月には台風１９号の影響による臨時休館、年度末には新型コロナウイルスの影響で中止となる公演が

相次ぐなど、自然災害等の影響を大きく受けた年となった。それにも関わらず、主劇場・トラム両劇場の年間

入場者総数は昨年度から微減の１１４,５００人（年間公演総回数４１０回）にとどまった。また、ツアー公演入

場者、教育普及事業参加者、劇場利用者を含めた劇場事業全体の年間参加者・入場者総数では、昨年度

から微増の２２８,２３４人となった。国内のツアー公演数は２８回、観客数は１８,１６９人であった。今後も、他の

公共劇場などとの連携をより緊密にし、全国展開を図っていく。 

事業実績については、主催公演として主劇場で上演した『キネマと恋人』（台本・演出：ケラリーノ・サンドロ

ヴィッチ）、MANSAI◎解体新書特別版『5W1H』（企画・構成・演出：野村萬斎）、エッチビイとの共同制作公

演『終わりのない』（脚本・演出：前川知大）、『メアリ・スチュアート』（作：フリードリヒ・シラー、演出：森新太

郎）、シアタートラムで上演した『チック』（原作：ヴォルフガング・ヘルンドルフ、作：ロベルト・コアル、翻訳・演
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出：小山ゆうな）等の作品は、いずれも高い評価を得ることができた。『終わりのない』の演技により、山田裕

貴が文化庁芸術祭賞 演劇部門 関東参加公演の部で新人賞を受賞したほか、前年度事業になるが、『チ

ャイメリカ』で服部基が第２７回読売演劇大賞 最優秀スタッフ賞を受賞した。 

 また、ツアー活動については、新型コロナウイルスの影響により３月に予定していた『お勢、断行』の地方公

演（全国５か所）がすべて中止となったが、『キネマと恋人』、『終わりのない』の２作品については各地で大入

りとなり、公演の成果を上げるとともに劇場間の信頼関係を深め、当劇場の存在意義を高めることができた。 

 また、夏のせたがやこどもプロジェクトでは、コンドルズのダンス公演『Don’t Stop Me Now』、恒例となった

『日野皓正 presents “Jazz for Kids”』、子どもとおとなのための読み聞かせ『お話の森』など、多彩な企画で

注目を集めた。秋の世田谷アートタウン２０１９『三茶 de大道芸』は天候にも恵まれ、約２０万の人たちにご参

加いただき、大きな賑わいとなった。また、関連企画としてフランスの現代サーカスを牽引する、ラファエル・

ボワテル率いるカンパニー ルーブリエの話題作『When Angels Fall/地上の天使たち』を上演し、ワークショ

ップも実施した。その他の国際交流企画としては、ベルギーを拠点に世界で活躍するパフォーマンスグルー

プ、ピーピング・トムの『マザー』を上演する予定であったが、新型コロナウイルスの影響で中止となった。 

普及啓発・人材養成事業では、「コミュニティプログラム」「学校・区内施設との連携プログラム」「研究育成

プログラム」の３つの柱により、通年でワークショップ・レクチャー・研究会を実施。学校教育現場等での活動

及び地域の活性化への支援など、未来の観客育成の観点も踏まえ積極的な展開を行った。 

本年度は、多言語による情報発信およびバリアフリー対応にも力を入れた。劇場ホームページには主要

公演情報を英語で掲載したほか、『三茶 de大道芸』では韓国語、中国語、英語のパンフレットを作成して無

料配布した。バリアフリー対応としては『チック』および『Don’t Stop Me Now』において手話通訳を実施した

ほか、『メアリ・スチュアート』では通常の舞台説明会に加え、視覚障害者が実際に指で触って舞台の様子を

知ることができる「触れる模型」を製作し、好評を得た。 

新型コロナウイルスの影響がどの程度続くかは不透明であるが、今後も、国内外の公共劇場や民間の実

演団体などと積極的に連携して、作品創造及び人材交流の活性化、２０２１年に延期となった東京２０２０大

会に向けた対応、普及啓発・人材育成事業の充実、多様な料金システムの設定、ITや最新のメディアの活

用等による鑑賞機会の拡充および多言語による情報発信、新たな観客の育成等、時代の流れを的確に捉

えながら、事業展開を進めていく。 

 

 

（３）音楽事業部 

令和、新しい時代の音楽事業部は快進撃を続けた。特に、子どもたちに向けた事業の成果はめざましか

った。オリンピック・パラリンピック関連事業の３年間プロジェクト「Setagaya 太鼓塾」。林英哲塾長の熱い指導

は、子どもたちを燃え上がらせた。東京２０２０大会１年前に合わせた「２０２０カウントダウンコンサート～せた

がや和の音楽祭」に出演。英哲風雲の会だけでなく、吹奏楽団との共演も果たし、大観衆を沸かせた。 

 「せたがやジュニアオーケストラ」は、台湾へ初の海外演奏旅行を行った。高雄市交響楽団附設青少年交

響楽団との交流コンサート『千里音縁』は、大成功と言えるもので、１０年の歴史に、新しいページを開いた。 
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他にも、区教育委員会の委託を受けて、保育園、幼稚園でも実施した「コトコトさんのドレミ図書館」、今年

も生徒の目を輝かせた「せたがや音楽研究所 in 中学校」、岡田知之パーカッション・アンサンブルの公演

に合わせて実施した「子ども向け企画」といずれも高い評価を受けた。 

大人たちに向けた区民参加型の事業も充実した。コンテスト形式の「せたがやバンドバトル」は、エントリー

してくるバンドの水準が目に見えて上がり、ライブハウス予選から激戦が続いた。人気を集めるワークショップ

企画「Let’s Sing ゴスペル！２０１９」は講師陣を一新、教材を工夫して、内容を向上させた。また、若手アー

ティストを支援する「第６回世田谷区芸術アワード“飛翔”」の音楽部門として、“新しい音楽会”の企画を募集、

意欲あふれる企画が多数寄せられた。 

公演の企画でもヒットが続いた。世界的ヴァイオリニスト「竹澤恭子 ヴァイオリン・リサイタル」や日本の伝統

音楽を紹介する「シリーズ和・華・調／地歌・箏曲・京舞～富山清琴の世界」が、満席の聴衆に深い感動を

残した。「せたがや音楽プロジェクト」は、地域からの目線で「サッチモとディズニー～楽しいデキシーランド・

ジャズの世界」「音楽は自由をめざす Vol.６～艶歌と艶話」の２公演を開催。共に完売の人気だった。 

 しかしながら、年度の終盤、新型コロナウイルスの影響に見舞われた。「せたがや名曲コンサート」はじめ３

公演が中止になった他、「Setagaya 太鼓塾」は、東京２０２０大会延期を受けて、プロジェクト自体が中止とな

った。なかでも、せたがやジュニアオーケストラは締めくくりの「定期演奏会」が中止となり、台風に祟られた

「オータムコンサート」と合わせて、主催の演奏会が２つとも流れてしまった。 

先が見えない災禍であるが、いずれ収束は訪れる。傷ついた人たち、とりわけ子どもたちに届く音楽。そ

れを考えていくことが、音楽事業部のこれからとなっていく。 

 

 

（4）世田谷美術館 

平成３１／令和元年度は、企画展事業５本、収蔵品を活用したミュージアム コレクション ３本（本館）、同

じく分館３館のうち清川泰次記念ギャラリーでは２本。また宮本三郎記念美術館においては、ミュージアム コ

レクション２本に加え、石川県小松市によって創設された「宮本三郎デッサン大賞展 ―明日の表現を拓く」

の第５回展（東京会場）を開催した。向井潤吉アトリエ館では、令和元年１０月から改修工事に入り、収蔵環

境、展示環境、また内外部に関わる改修工事を実施する関係で、令和元年４月から１０月の会期で１本の展

覧会を開催した。 

企画展の内容は「田沼武能写真展 東京わが残像 1948-1964」では、戦後の混乱期から１９６４年の東京

オリンピックまでの東京の変遷をとらえた作品を集めた。東京２０２０のプレ企画という性格を付与し、東京と

いう年の相貌を見直す機会となった。この展覧会開催後に田沼武能氏は文化勲章を受章し、本展は大きな

意味をもったといえる。また、「ある編集者のユートピア 小野二郎：ウィリアム・モリス、晶文社、高山建築学

校」は、編集者であり研究者である小野二郎に焦点をあてた実にユニークな企画となり、耳目を集めた。「高

橋秀＋藤田桜 ―素敵なふたり」は世田谷にゆかりの深い作家をとり上げる企画で、NHK「日曜美術館」で

特集番組が組まれ、また美術館連絡協議会より美連協大賞・奨励賞を受賞した。「チェコ・デザイン１００年の

旅」は、日本とチェコの修交１００年を記念したもので、チェコ大使館からも大きな支援を得て、両国の文化交
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流に貢献した。「奈良原一高のスペイン ―約束の旅」もまた、NHK「日曜美術館」で特集番組が組まれ、大

きな反響を得た。 

教育普及事業については、「鑑賞教室」、「美術大学」、「１００円ワークショップ」などを中核に展開したが、

これらの事業も充実の度合いを増している。また、ここにかかわる関係者、ボランティアも多く、参加する側も、

これをサポートする側も、美術館を一つの場として集い、個々の日常で文化を享受することにつながった。 

そして、美術館の基盤となる調査研究、また美術作品の収集などは、平成３１／令和元年度も着実に実施

し、後世の人々と社会に手渡していくべき文化的資源を掘りおこし、保存することにつなげることができた。 

 

 

（５）世田谷文学館 

のちに歴史を振り返ったとき、令和元年度は巨大台風とパンデミックの年として記憶されることになるだろう。

施設の運営と事業の実施が危機管理と表裏一体であることをこれほど強く実感させられた年はない。 

当館では「小松左京展」の初日は台風１９号接近のため臨時休館となった。新型コロナウイルス感染症の

ニュースがもたらされたのは「六世中村歌右衛門展」開幕前後である。多くの文化施設が休館となる中、衛

生管理を徹底させ通常開館を続けたが、会期を残すところ１週間で感染拡大防止のため閉幕となった。東

日本大震災の時を除けば、いずれも１９９５年の開館以来初の経験であり、続く令和２年度事業については

さらに大きなスケジュール変更、事業の再編成を求められている。 

コレクションの収集と保管、展覧会という形式を通しての文化の発信、乳幼児も含めた幅広い世代に向け

た教育普及活動、地域との連携など、公立博物館が当然果たすべき役割として取り組んできた業務は、「当

たり前の日常」の上に成り立っていたものである。その中では、利用者へのサービスを第一に我々スタッフに

できる最大限の努力を行い、ある程度の成果を出してきたと自負している。しかしながら「当たり前の日常」が

失われ、近い将来に果たしてそれを取り戻せるか不透明な現在、私たちは事業の方法論、優先順位、運営

手段も含めてひとつひとつ検証し直していかねばならない。 

作家・小松左京は一貫して宇宙と対峙する人類や、未曾有の自然災害や戦争などをテーマに作品を書き

続けた。数十年前の作品にもかかわらず、描かれた脅威は今まさに私たちが経験しつつある危機でもある。

その小松はこのような言葉を残している。 

「ＳＦとは文学の中の文学である。そしてＳＦとは希望である――」 

 〈希望〉としての文学を、これからの事業運営につなげていきたいと思う。 
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４．重要な契約の概要 

契約件名 契約年月日 相手方 契約の概要 

世田谷区文化施

設の管理運営に

関する基本協定 

平成29年4月1日 世田谷区長 １ (公財)せたがや文化財団は、世田谷区立世田谷美

術館、世田谷区立世田谷文学館、世田谷区立世田

谷文化生活情報センターの指定管理者として、世田

谷区立世田谷美術館条例第18条、世田谷区立世田

谷文学館条例第18条及び世田谷区立世田谷文化

生活情報センター条例第20条の規定により、次に掲

げる業務を行う。 

（１）世田谷区立世田谷美術館

① 美術館条例第2条第2号から第8号までに規定す

る事業に関する業務のうち、世田谷区が指定した

業務

② 美術館の利用の承認等に関する業務

③ 美術館の施設及び施設の維持管理に関する業

務

④ その他、世田谷区が必要と認める業務

（２）世田谷区立世田谷文学館

① 文学館条例第2条第2号から第7号までに規定す

る事業に関する業務のうち、世田谷区が指定した

業務

② 文学館の利用の承認等に関する業務

③ 文学館の施設及び設備の維持管理に関する事

務

④ その他、世田谷区が必要と認める業務

（３）世田谷区立世田谷文化生活情報センター

① センター条例第2条各号に規定する事業に関す

る業務のうち、世田谷区が指定した業務

② センターの利用の承認に関する業務のうち、世

田谷区が指定する業務

③ センターの施設及び設備の維持管理に関する業

務

④ その他、世田谷区が必要と認める業務

２ 指定期間は平成29年4月1日より平成34年（令和４

年）3月31日までの5年間とする。 

世田谷区文化施

設の管理に関する

年度協定 

平31年4月1日 世田谷区長 １ （公財）せたがや文化財団は、世田谷区立世田谷

美術館、世田谷区立世田谷文学館、世田谷区立世

田谷文化生活情報センターの指定管理者として、世

田谷区文化施設の管理運営に関する基本協定及び

年度協定の仕様書に定める業務を行う。 

２ 協定期間は平成31年4月1日より令和2年3月31日ま

での1年間とする。 
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５．登記事項 

 

理事変更登記 

   平成３１年４月２４日  登記 

     平成３１年３月３１日付 理事変更（１名辞任） 

   令和元年７月３１日  登記 

     令和元年６月１８日付 理事変更（１０名重任、１名就任） 

 

代表理事変更登記 

   令和元年７月３１日  登記 

     令和元年６月１８日付 代表理事変更（１名重任） 

 

監事変更登記 

   平成３１年４月２４日  登記 

     平成３１年３月３１日付 監事変更（１名辞任） 

     平成３１年４月 １日付 監事変更（１名就任） 

   令和元年７月３１日  登記 

     令和元年６月１８日付 監事変更（２名重任） 

 

評議員変更登記 

   令和元年７月３１日  登記 

     令和元年６月１８日付 評議員変更（１０名重任、１名退任、１名就任） 
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６．理事会・評議員会開催状況 

 

（１） 理事会 

回 開催日 議案番号 件  名 

第 1回 

(定時) 

令和元年 

5月 24日 

 

議案第 1号 
平成 30 年度公益財団法人せたがや文化財団補正予算（第三

次）について 

議案第 2号 
平成 30 年度公益財団法人せたがや文化財団事業報告につい

て 

議案第 3号 平成 30年度公益財団法人せたがや文化財団決算について 

議案第 4号 
令和元年度公益財団法人せたがや文化財団補正予算（第一

次）について 

議案第 5号 
令和元年度公益財団法人せたがや文化財団第 1回評議員会の

招集について 

報告事項 理事長及び常務理事の職務執行状況の報告について 

第 2回 

(書面表決) 

令和元年 

6月 6日 
議案第 6号 

令和元年度公益財団法人せたがや文化財団補正予算（第一

次）の修正について 

議案第 7号 
公益財団法人せたがや文化財団役員及び評議員の報酬等及

び費用弁償に関する規程の一部改正について 

議案第 8号 
令和元年度公益財団法人せたがや文化財団第 1回評議員会に

おける議案の追加について 

第 3回 

（臨時） 

令和元年 

6月 18日 
議案第 9号 公益財団法人せたがや文化財団役付理事の選定について 

議案第 10号 
令和元年度公益財団法人せたがや文化財団補正予算（第二

次）について 

第 4回 

（臨時） 

令和元年 

7月 23日 
報告事項 財団における新たな国際施策推進体制整備の方向性について 

第 5回 

（臨時） 

令和元年 

12月 13日 
議案第 11号 

令和元年度公益財団法人せたがや文化財団 補正予算（第三

次）について 

議案第 12号 
短時間・有期雇用労働法の改正に伴う公益財団法人せたがや

文化財団の対応の方向性等について 

報告事項 
世田谷文化生活情報センターにおける ICT 環境の整備につい

て 

第 6回 

(書面表決) 

令和 2年 

1月 20日 
議案第 13号 

令和元年度第２回公益財団法人せたがや文化財団評議員会の

招集について 

第 7回 

(定時) 

令和 2年 

2月 25日 
議案第 14号 

令和元年度公益財団法人せたがや文化財団補正予算（第四

次）について 

議案第 15号 
令和２年度公益財団法人せたがや文化財団事業計画及び収支

予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて 

議案第 16号 
(仮称)国際事業部新設に伴う公益目的事業内容の変更認定申

請について 

議案第 17号 
短時間・有期雇用労働法の改正に伴う公益財団法人せたがや

文化財団の処遇に係る対応について 

議案第 18号 
公益財団法人せたがや文化財団総合職員就業規程の一部改

正について 
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（２） 評議員会 

回 開催日 議案番号 件  名 

第 1回 

(定時) 

令和元年 

6月 18日 

 

議案第 1号 
平成 30 年度公益財団法人せたがや文化財団補正予算（第三

次）について 

議案第 2号 
平成 30 年度公益財団法人せたがや文化財団事業報告につい

て 

議案第 3号 平成 30年度公益財団法人せたがや文化財団決算について 

議案第 4号 
令和元年度公益財団法人せたがや文化財団補正予算（第一

次）について 

議案第 5号 公益財団法人せたがや文化財団評議員の選任について 

議案第 6号 公益財団法人せたがや文化財団理事の選任について 

議案第 7号 公益財団法人せたがや文化財団監事の選任について 

議案第 8号 
公益財団法人せたがや文化財団役員及び評議員の報酬等及

び費用弁償に関する規程の一部改正について 

議案第 9号 公益財団法人せたがや文化財団副理事長の報酬額について 

第 2回 

（定時） 

令和 2年 

2月 25日 
議案第 10号 

令和元年度公益財団法人せたがや文化財団補正予算（第二次

～第四次）について 

議案第 11号 
令和 2年度公益財団法人せたがや文化財団事業計画及び収支

予算並びに資金調達及び設備投資の見込みについて 

報告事項 (仮称)国際事業部新設に伴う公益目的事業内容の変更認定申

請について 

短時間・有期雇用労働法の改正に伴う公益財団法人せたがや

文化財団の処遇に係る対応について 

公益財団法人せたがや文化財団の諸規程の一部改正について 

文化生活情報センターにおける国際交流センターの整備・開設

及び市民活動支援コーナーのリニューアルについて 

 

回 開催日 議案番号 件  名 

  報告事項 
公益財団法人せたがや文化財団の諸規程の一部改正について 

文化生活情報センターにおける国際交流センターの整備・開設

及び市民活動支援コーナーのリニューアルについて 

理事長・副理事長及び常務理事の職務執行状況の報告につい

て 
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７．役員名簿 

 （令和 2年 3月 31日現在） 

【理事：11名】                         

【任期：令和元年 6月 18日から令和 3年度定時評議員会の終結の時まで】 

役職名 氏 名 備  考 

理 事 長 永井  多惠子 
公益財団法人せたがや文化財団 

世田谷文化生活情報センター館長事務取扱 

副理事長 堀  恵 子 
前世田谷区教育委員会 

教育長 

常務理事 酒 井  忠 康 
公益財団法人せたがや文化財団 

世田谷美術館館長 

常務理事 菅 野  昭 正 
公益財団法人せたがや文化財団 

世田谷文学館館長 

常務理事 城 倉  茂 
公益財団法人せたがや文化財団 

事務局長 

理 事 池 松  俊 雄 元日本テレビ放送網株式会社取締役 

理 事 桑 島  俊 彦 東京都商店街振興組合連合会理事長 

理 事 竹 内  修 司 前世田谷文学館友の会会長 

理 事 田中  富美子 弁護士 

理 事 名 児 耶  明 元公益財団法人五島美術館副館長 

理 事 湯川  れい子 音楽評論家・作詞家 

 

【監事：2名】 

【任期：令和元年 6月 18日から令和 5年度定時評議員会の終結の時まで】 

監  事 鈴 木  重 雄 公認会計士・税理士 

監  事 工 藤  郁 淳 世田谷区会計管理者 
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８．評議員名簿 

（令和 2 年 3 月 31 日現在） 

【評議員：11 名】                              

【任期：令和元年 6 月 18 日から令和 5 年度定時評議員会の終結の時まで】 

氏   名 備             考 

秋 山  光 文 お茶の水女子大学名誉教授、目黒区美術館館長 

朝 生  公 章 区内企業代表 

大 笹  吉 雄 演劇評論家 

木 村  慶 子 医学博士・前慶應義塾大学教授 

佐々木  健二 弁護士 

島 田  成 年 東京商工会議所世田谷支部副会長 

田 村  哲 夫 学校法人渋谷教育学園理事長、学校法人青葉学園理事長 

丹 治  誠 元日本銀行理事 

丹 羽  正 明 音楽評論家 

萩 原  朔 美 多摩美術大学名誉教授、前橋文学館館長 

山野井  崇二 下馬新生自治会会長 
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９．財団幹部名簿 

    （令和2年3月 31日現在） 

職 務 名 氏  名 備  考 

理事長 永井  多惠子  

副理事長 堀   恵 子  

事務局長 城 倉   茂 常務理事 

統括部長 髙 井  浩 幸  

世田谷文化生活情報センター館長 永井  多惠子 理事長事務取扱 

副館長 松 下  洋 章  

総務部長 松 下  洋 章 副館長事務取扱 

生活工房室長 岩 船  弘 美  

劇場部長 安 澤  哲 男  

    技術部長 熊 谷  明 人  

    音楽事業部長 蓑 輪  勇 二  

世田谷美術館館長 酒 井  忠 康 常務理事 

副館長 橋 本  善 八  

総務部長 髙 井  浩 幸 事務局統括部長兼務 

   学芸部長 橋 本  善 八 副館長事務取扱 

世田谷文学館館長 菅 野  昭 正 常務理事 

副館長 花 房  千 里  

総務部長 花 房  千 里 副館長事務取扱 

学芸部長 瀬 川  ゆ き  

 

芸術監督 野 村  萬 斎  

音楽監督 池辺  晋一郎  
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財 務 諸 表 

 





１．貸借対照表 （令和2年3月31日現在）

（単位：円）
科　 　目

Ⅰ　資産の部
　１．流動資産

①現金預貯金 387,391,228 487,456,721 △ 100,065,493
②未収入金 127,226,000 366,242,092 △ 239,016,092
③未収消費税 6,005,500 0 6,005,500
④商品 30,693,987 34,688,754 △ 3,994,767
⑤貯蔵品 593,874 555,153 38,721
⑥前払金 2,181,835 4,183,266 △ 2,001,431

流 動 資 産 合 計 554,092,424 893,125,986 △ 339,033,562
  ２．固定資産

（１）基本財産
①国公債 654,511,816 655,637,981 △ 1,126,165
②預貯金 145,488,184 144,362,019 1,126,165

基 本 財 産 合 計 800,000,000 800,000,000 0
（２）特定資産

①退職給付引当資産 286,978,535 255,931,873 31,046,662
②文化芸術充実積立資産 6,030,000 11,050,000 △ 5,020,000
③次世代育成積立資産 6,030,000 8,500,000 △ 2,470,000
④周年事業積立資産 3,800,000 3,800,000 0

特 定 資 産 合 計 302,838,535 279,281,873 23,556,662
（３）その他の固定資産

①建物附属設備 50,805,943 39,321,943 11,484,000
減価償却累計額 △ 25,572,034 25,233,909 △ 22,572,091 16,749,852 △ 2,999,943 8,484,057

②器具備品 109,880,110 99,390,074 10,490,036
減価償却累計額 △ 74,889,144 34,990,966 △ 67,451,516 31,938,558 △ 7,437,628 3,052,408

③リース資産 78,265,668 40,439,365 37,826,303
減価償却累計額 △ 12,939,830 65,325,838 △ 30,591,952 9,847,413 17,652,122 55,478,425

④ソフトウエア 22,716,499 25,617,463 △ 2,900,964
⑤長期前払費用 1,819,633 0 1,819,633
⑥保証金等 60,000 60,000 0
⑦大規模事業等実施積立金 31,500,000 31,500,000 0
⑧経営安定化積立金 215,000,000 215,000,000 0
⑨事故対策積立金 90,000,000 90,000,000 0

そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 486,646,845 420,713,286 65,933,559
固 定 資 産 合 計 1,589,485,380 1,499,995,159
資 産 合 計 2,143,577,804 2,393,121,145
Ⅱ　負債の部
　１．流動負債

①未払金 215,968,116 255,007,484 △ 39,039,368
②前受金 842,600 1,146,300 △ 303,700
③預り金 22,192,242 299,810,917 △ 277,618,675
④賞与引当金 30,597,766 24,967,734 5,630,032
⑤リース債務 15,504,797 4,661,204 10,843,593

流 動 負 債 合 計 285,105,521 585,593,639 △ 300,488,118
  ２．固定負債

①退職給付引当金 286,978,535 255,931,873 31,046,662
②リース債務 50,402,666 5,503,631 44,899,035

固 定 負 債 合 計 337,381,201 261,435,504 75,945,697
負 債 合 計 622,486,722 847,029,143 △ 224,542,421
Ⅲ　正味財産の部
　１．指定正味財産

①世田谷区出捐金 800,000,000 800,000,000 0
　指定正味財産合計 800,000,000 800,000,000 0
　（うち基本財産への充当額） (800,000,000) (800,000,000) (0)
　（うち特定資産への充当額） (0)

　２．一般正味財産 721,091,082 746,092,002
　（うち基本財産への充当額） (0) (0)
　（うち特定資産への充当額） (15,860,000) (23,350,000) (△ 7,490,000)

正 味 財 産 合 計 1,521,091,082 1,546,092,002
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 2,143,577,804 2,393,121,145

△ 25,000,920
△ 249,543,341

当年度 前年度 増　減

89,490,221
△ 249,543,341

△ 25,000,920
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２．損益計算書（正味財産増減計算書）

(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

4,248,555 4,248,555 0

4,248,555 4,248,555 0

836,281 814,823 21,458

836,281 814,823 21,458

1,159,059,673 1,242,741,079 △ 83,681,406

615,153,793 724,741,469 △ 109,587,676

543,905,880 517,999,610 25,906,270

受取区補助金 1,293,625,000 1,186,543,000 107,082,000

1,293,625,000 1,186,543,000 107,082,000

受取助成金等 68,120,623 73,586,873 △ 5,466,250

68,120,623 73,586,873 △ 5,466,250

受取寄附金 31,500 261,520 △ 230,020

31,500 261,520 △ 230,020

16,455,161 18,276,393 △ 1,821,232

16,455,161 18,276,393 △ 1,821,232

314,141 253,331 60,810

154,611 70,111 84,500

159,530 183,220 △ 23,690

2,542,690,934 2,526,725,574 15,965,360

2,553,316,315 2,452,866,054 100,450,261

726,036,719 703,473,356 22,563,363

賞与引当金繰入 30,522,906 24,685,105 5,837,801

31,179,799 28,242,018 2,937,781

727,415 568,619 158,796

1,601,551 1,643,578 △ 42,027

327,334 315,160 12,174

9,428,578 8,378,531 1,050,047

11,930,179 12,642,072 △ 711,893

39,072,564 39,294,772 △ 222,208

54,134,284 53,072,242 1,062,042

5,075,018 5,689,706 △ 614,688

15,785,720 13,186,292 2,599,428

8,231,600 9,096,317 △ 864,717

42,608,171 42,675,174 △ 67,003

24,316,218 58,744,603 △ 34,428,385

846,359,022 770,930,518 75,428,504

43,103,212 37,361,750 5,741,462

修繕費

光熱水費

諸謝金

支払負担金

委託費

使用料及び賃借料

会議費

旅費交通費

通信運搬費

消耗経費

印刷製本費

保険料

給料手当等

退職給付費用

交際費

式典費

雑収益

受取利息

経　常　収　益　計

（２）経常費用

事業費

受取寄附金

受取負担金

受取負担金

雑収益

事業運営収益

区事業等受託収益

受取区補助金

受取助成金等

（１）経常収益

基本財産運用益

基本財産運用益

特定資産運用益

特定資産運用益

事業収益

Ⅰ　一般正味財産の部

１　経常増減の部

科　　目 当年度 前年度 増　減
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（単位：円）

科　　目 当年度 前年度 増　減

19,247,171 20,870,068 △ 1,622,897

73,531,602 73,177,992 353,610

73,399,228 87,888,688 △ 14,489,460

9,196,450 19,738,100 △ 10,541,650

258,797,451 242,312,504 16,484,947

舞台費 132,533,808 118,437,220 14,096,588

制作企画費 65,276,707 53,610,106 11,666,601

商品仕入 3,757,761 3,227,321 530,440

減価償却費 26,015,084 22,930,549 3,084,535

支払利息（リース債務） 1,119,762 635,571 484,191

1,001 38,122 △ 37,121

11,093,152 11,953,432 △ 860,280

8,053,909 740,000 7,313,909

2,225,402 10,095,679 △ 7,870,277

賞与引当金繰入 74,860 282,629 △ 207,769

退職給付費用 44,963 35,860 9,103

通信運搬費 43,163 27,308 15,855

消耗経費 2,078 3,434 △ 1,356

保険料 14,700 13,360 1,340

委託費 303,480 247,860 55,620

支払手数料 0 5 △ 5

減価償却費 330,597 507,297 △ 176,700

2,564,409,467 2,464,819,486 99,589,981

△ 21,718,533 61,906,088 △ 83,624,621

0 7,883 △ 7,883

0 7,883 △ 7,883

雑収益 0 7,883 △ 7,883

0 7,883 △ 7,883

1,680,291 68,962 1,611,329

1,680,291 68,962 1,611,329

商品除却損 1,680,291 68,962 1,611,329

549,603 0 549,603

549,603 0 549,603

固定資産除却損 549,603 0 549,603

1,593 1,916 △ 323

1,593 1,916 △ 323

雑損 1,593 1,916 △ 323

2,231,487 70,878 2,160,609

△ 2,231,487 △ 62,995 △ 2,168,492

△ 23,950,020 61,843,093 △ 85,793,113

1,050,900 3,857,800 △ 2,806,900

固定資産除却損

固定資産除却損

経　常　外　費　用　計

当期経常外増減額

他会計振替前当期一般正味財産増減額

法人税、都民税及び事業税

経　常　外　収　益　計

（２）経常外費用

流動資産除却損

流動資産除却損

雑損

雑損

当期経常増減額

２　経常外増減の部

（１）経常外収益

雑収益

雑収益

雑費

管理費

役員報酬

給料手当等

経　常　費　用　計

支払手数料

広報宣伝費

臨時雇賃金

租税公課

上演出演料
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（単位：円）

科　　目 当年度 前年度 増　減

△ 25,000,920 57,985,293 △ 82,986,213

746,092,002 688,106,709 57,985,293

721,091,082 746,092,002 △ 25,000,920

4,248,555 4,248,555 0

4,248,555 4,248,555 0

0 0 0

800,000,000 800,000,000 0

800,000,000 800,000,000 0

1,521,091,082 1,546,092,002 △ 25,000,920Ⅲ　正味財産期末残高

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産の部

基本財産運用益

一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

当期一般正味財産増減額
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（１）損益計算書（正味財産増減計算書） 内訳表

公1 公2
文化芸術の振興、地域
文化創造活動の支援

及び
教育普及に関する事業

市民活動の支援及び
振興に関する事業

0 0 0

0 0 0

基本財産運用益 0 0 0

836,281 0 836,281

836,281 0 836,281

退職給付引当資産運用益 836,281 0 836,281

1,126,438,723 742,200 1,127,180,923

583,142,793 132,250 583,275,043

事業運営収益 583,142,793 132,250 583,275,043

543,295,930 609,950 543,905,880

指定管理受託収益 477,917,000 0 477,917,000

区事業受託収益 65,378,930 609,950 65,988,880

受取区補助金 1,272,683,000 13,066,000 1,285,749,000

1,272,683,000 13,066,000 1,285,749,000

受取区補助金 1,272,683,000 13,066,000 1,285,749,000

受取助成金等 68,120,623 0 68,120,623

68,120,623 0 68,120,623

受取助成金 68,120,623 68,120,623

受取寄附金 31,500 0 31,500

31,500 0 31,500

受取寄附金 31,500 31,500

11,480,476 0 11,480,476

11,480,476 0 11,480,476

受取負担金 11,480,476 11,480,476

275,765 0 275,765

116,235 0 116,235

雑収益 116,235 116,235

159,530 0 159,530

受取利息 159,530 159,530

2,479,866,368 13,808,200 2,493,674,568経　常　収　益　計

受取負担金

受取負担金

雑収益

雑収益

受取利息

受取区補助金

受取助成金等

受取寄附金

特定資産運用益

事業収益

事業運営収益

区事業等受託収益

Ⅰ　一般正味財産の部

１　経常増減の部

（１）経常収益

基本財産運用益

基本財産運用益

特定資産運用益

科　　目

公益目的事業会計

小計
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(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）

（単位：円）

収1 収2

物品販売事業 飲食物提供事業

0 0 0 4,248,555 4,248,555

0 0 0 4,248,555 4,248,555

0 0 0 4,248,555 4,248,555

0 0 0 0 836,281

0 0 0 0 836,281

0 0 0 0 836,281

28,349,218 3,529,532 31,878,750 0 1,159,059,673

28,349,218 3,529,532 31,878,750 0 615,153,793

28,349,218 3,529,532 31,878,750 0 615,153,793

0 0 0 0 543,905,880

0 0 0 0 477,917,000

0 0 0 0 65,988,880

0 0 0 7,876,000 1,293,625,000

0 0 0 7,876,000 1,293,625,000

0 0 0 7,876,000 1,293,625,000

0 0 0 0 68,120,623

0 0 0 0 68,120,623

0 0 0 0 68,120,623

0 0 0 0 31,500

0 0 0 0 31,500

0 0 0 0 31,500

319,274 4,655,411 4,974,685 0 16,455,161

319,274 4,655,411 4,974,685 0 16,455,161

319,274 4,655,411 4,974,685 0 16,455,161

38,376 0 38,376 0 314,141

38,376 0 38,376 0 154,611

38,376 38,376 0 154,611

0 0 0 0 159,530

0 0 0 0 159,530

28,706,868 8,184,943 36,891,811 12,124,555 0 2,542,690,934

収益事業等会計

法人会計
内部取引等

消去
合計

小計
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公1 公2
文化芸術の振興、地域
文化創造活動の支援

及び
教育普及に関する事業

市民活動の支援及び
振興に関する事業

科　　目

公益目的事業会計

小計

2,508,537,865 17,538,388 2,526,076,253

724,806,871 102,173 724,909,044

30,039,852 398,448 30,438,300

31,079,688 5,289 31,084,977

727,415 0 727,415

1,601,551 0 1,601,551

327,334 0 327,334

9,428,578 0 9,428,578

9,605,723 1,573,472 11,179,195

37,167,544 1,036,584 38,204,128

53,901,004 0 53,901,004

4,981,618 93,400 5,075,018

14,768,000 1,017,720 15,785,720

3,324,427 0 3,324,427

42,585,897 0 42,585,897

23,292,993 943,225 24,236,218

824,521,641 11,943,024 836,464,665

40,091,110 411,046 40,502,156

16,853,909 0 16,853,909

73,531,602 0 73,531,602

73,399,228 0 73,399,228

8,862,521 0 8,862,521

258,797,451 0 258,797,451

舞台費 132,533,808 0 132,533,808

制作企画費 65,276,707 0 65,276,707

商品仕入 152,795 0 152,795

減価償却費 25,757,836 14,007 25,771,843

支払利息（リース債務） 1,119,762 0 1,119,762

1,000 0 1,000

賞与引当金繰入

退職給付費用

通信運搬費

消耗経費

保険料

委託費

減価償却費

2,508,537,865 17,538,388 2,526,076,253

△ 28,671,497 △ 3,730,188 △ 32,401,685

賞与引当金繰入

経　常　費　用　計

当期経常増減額

上演出演料

雑費

管理費

役員報酬

給料手当等

委託費

使用料及び賃借料

支払手数料

広報宣伝費

臨時雇賃金

租税公課

印刷製本費

保険料

修繕費

光熱水費

諸謝金

支払負担金

交際費

式典費

会議費

旅費交通費

通信運搬費

消耗経費

（２）経常費用

事業費

給料手当等

退職給付費用
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（単位：円）

収1 収2

物品販売事業 飲食物提供事業

収益事業等会計

法人会計
内部取引等

消去
合計

小計

21,995,626 5,244,436 27,240,062 2,553,316,315

1,108,570 19,105 1,127,675 726,036,719

82,941 1,665 84,606 30,522,906

91,303 3,519 94,822 31,179,799

0 0 0 727,415

0 0 0 1,601,551

0 0 0 327,334

0 0 0 9,428,578

648,306 102,678 750,984 11,930,179

868,436 0 868,436 39,072,564

233,280 0 233,280 54,134,284

0 0 0 5,075,018

0 0 0 15,785,720

190,245 4,716,928 4,907,173 8,231,600

22,274 0 22,274 42,608,171

80,000 0 80,000 24,316,218

9,894,357 0 9,894,357 846,359,022

2,473,808 127,248 2,601,056 43,103,212

2,393,262 0 2,393,262 19,247,171

0 0 0 73,531,602

0 0 0 73,399,228

283,539 50,390 333,929 9,196,450

0 0 0 258,797,451

0 0 0 132,533,808

0 0 0 65,276,707

3,604,966 0 3,604,966 3,757,761

20,338 222,903 243,241 26,015,084

0 0 0 1,119,762

1 0 1 1,001

11,093,152 11,093,152

8,053,909 8,053,909

2,225,402 2,225,402

74,860 74,860

44,963 44,963

43,163 43,163

2,078 2,078

14,700 14,700

303,480 303,480

330,597 330,597

21,995,626 5,244,436 27,240,062 11,093,152 0 2,564,409,467

6,711,242 2,940,507 9,651,749 1,031,403 0 △ 21,718,533
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公1 公2
文化芸術の振興、地域
文化創造活動の支援

及び
教育普及に関する事業

市民活動の支援及び
振興に関する事業

科　　目

公益目的事業会計

小計

0 0 0

1,680,291 0 1,680,291

1,680,291 0 1,680,291

商品除却損 1,680,291 0 1,680,291

549,603 0 549,603

549,603 0 549,603

固定資産除却損 549,603 0 549,603

1,593 0 1,593

1,593 0 1,593

雑損 1,593 0 1,593

2,231,487 0 2,231,487

△ 2,231,487 0 △ 2,231,487

△ 30,902,984 △ 3,730,188 △ 34,633,172

4,766,701 0 4,766,701

0 0 0

△ 26,136,283 △ 3,730,188 △ 29,866,471

615,594,011 873,548 616,467,559

589,457,728 △ 2,856,640 586,601,088

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

589,457,728 △ 2,856,640 586,601,088Ⅲ　正味財産期末残高

固定資産除却損

固定資産除却損

法人税、都民税及び事業税

当期一般正味財産増減額

一般正味財産期首残高

一般正味財産期末残高

Ⅱ　指定正味財産の部

他会計振替額

基本財産運用益

一般正味財産への振替額

当期指定正味財産増減額

指定正味財産期首残高

指定正味財産期末残高

雑損

経　常　外　費　用　計

当期経常外増減額

他会計振替前当期一般正味財産増減額

他会計振替額

経　常　外　収　益　計

（２）経常外費用

流動資産除却損

流動資産除却損

雑損

２　経常外増減の部

（１）経常外収益
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（単位：円）

収1 収2

物品販売事業 飲食物提供事業

収益事業等会計

法人会計
内部取引等

消去
合計

小計

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1,680,291

0 0 0 0 1,680,291

0 0 0 0 1,680,291

0 0 0 0 549,603

0 0 0 0 549,603

0 0 0 0 549,603

0 0 0 0 1,593

0 0 0 0 1,593

0 0 0 0 1,593

0 0 0 0 0 2,231,487

0 0 0 0 0 △ 2,231,487

6,711,242 2,940,507 9,651,749 1,031,403 0 △ 23,950,020

△ 3,314,475 △ 1,452,226 △ 4,766,701 0 0

730,732 320,168 1,050,900 0 1,050,900

2,666,035 1,168,113 3,834,148 1,031,403 0 △ 25,000,920

115,732,206 10,176,353 125,908,559 3,715,884 0 746,092,002

118,398,241 11,344,466 129,742,707 4,747,287 0 721,091,082

0 0 0 0

0 0 0 4,248,555 0 4,248,555

0 0 0 4,248,555 0 4,248,555

0 0 0 0 0 0

0 0 0 800,000,000 800,000,000

0 0 0 800,000,000 0 800,000,000

118,398,241 11,344,466 129,742,707 804,747,287 0 1,521,091,082
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財務諸表に対する注記 

１． 重要な会計方針 

（１） 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券については、取得価額と債券金額の差が金利の調整と認められるた

め償却原価法を採用している。 

（２） 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品については、最終仕入原価法を採用している。

（３） 固定資産の評価方法

有形固定資産については定額法により減価償却を実施している。

無形固定資産については定額法により減価償却を実施している。

（４） 引当金の計上基準

退職給付引当金については、職員に対する退職給付金の支給に備えるため、職員退職手

当支給規程に基づく期末要支給額を計上している。 

賞与引当金については、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期

に帰属する額を計上している。 

貸倒引当金については、債権の貸倒損失に備えるため、貸倒の実積率により計上すること

としている。 

（５） リース取引の処理方法

平成２０年４月以降の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、「リース取引に関

する会計基準」等を適用し、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売

買取引にかかる方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上している。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっている。 

（６） 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税込み方式によっている。
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２． 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 

  基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 

（単位：円） 

科 目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 

基本財産 

国 公 債 655,637,981 1,126,165 654,511,816 

定 期 預 貯 金 140,000,000 140,000,000 

普 通 預 金 4,362,019 1,126,165 5,488,184 

小   計 800,000,000 1,126,165 1,126,165 800,000,000 

特定資産 

退 職 給 付 引 当 資 産 255,931,873 31,132,762 86,100 286,978,535 

文化芸術充実積立資産 11,050,000 5,020,000 6,030,000 

次世代育成積立資産 8,500,000 2,470,000 6,030,000 

周 年 事 業 積 立 資 産 3,800,000 3,800,000 

小   計 279,281,873 31,132,762 7,576,100 302,838,535 

合    計 1,079,281,873 32,258,927 8,702,265 1,102,838,535 

３. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円） 

科 目 当期末残高 
（うち指定正味財

産からの充当額） 

（うち一般正味財

産からの充当額） 

（うち負債に対応

する額） 

基本財産 

国 公 債 654,511,816 （654,511,816） ― ― 

定 期 預 貯 金 140,000,000 （140,000,000） ― ― 

普 通 預 金 5,488,184 （5,488,184） ― ― 

小   計 800,000,000 （800,000,000） ― ― 

特定資産 

退 職 給 付 引 当 資 産 286,978,535 （286,978,535） 

文化芸術充実積立資産 6,030,000 （6,030,000） 

次世代育成積立資産 6,030,000 （6,030,000） 

周 年 事 業 積 立 資 産 3,800,000 （3,800,000） 

小   計 302,838,535 （15,860,000） （286,978,535） 

合    計 1,102,838,535 （800,000,000） （15,860,000） （286,978,535） 
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４． 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 

  満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。 

（単位：円） 

科 目 帳 簿 価 額 時 価 評 価 損 益

静岡県公債 平成 22年第 9回 200,019,200 201,060,000 1,040,800 

静岡県公債 平成 25年第 4回 146,082,780 149,869,000 3,786,220 

東京都公債 第 741回 100,000,000 101,904,400 1,904,400 

第 116回名古屋高速道路債券 108,409,836 108,908,000 498,164 

第 138回名古屋高速道路債券 100,000,000 100,470,000 470,000 

第 325回利付国債 10年 100,208,746 102,318,300 2,109,554 

第 374回大阪府公募公債 10,259,323 10,306,000 46,677 

合 計 764,979,885 774,835,700 9,855,815 

５. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

（単位：円） 

補 助 金 等 の 名 称 交 付 者 

前
期
末
残
高

当期増加額 当期減少額 

当
期
末
残
高

貸借対照表

上の 

記載区分 

令和元年度  世田谷

区補助金 
世田谷区 0 1,293,625,000 1,293,625,000 0 

芸術文化振興基金助

成金 

独立行政法人 日本

芸術文化振興会 
0 57,727,598 57,727,598 0 

地域の文化・芸術活

動助成事業 
財団法人 地域創造 0 723,000 723,000 0 

民間助成金 26件 0 9,670,025 9,670,025 0 

合  計 0 1,361,745,623 1,361,745,623 0 

70



６． 関連当事者との取引の内容 

  関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。 

（単位：円） 

属性 法人等 

の名称 

住所 資産 

総額 

事業の内容

又は職業 

議決 

権の 

所有 

割合 

関係内容 取引の 

内容 

取引金額 科目 期末 

役員 事業 

基本財 

産の出 

資 

世田谷 

区 

東京都 

世田谷 

区 

― ・ 財団法人せ

たがや文化

財団に対す

る補助金交

付

― ― 補助 

金事 

業の 

委託 

財政支援 1,293,625,000 受取補

助金等 

0 

・ 世田谷区文

化施設の管

理運営関す

る基本協定 

業務 

委託 

指定管理 477,917,000 区受託

事業収

益 

0 

・ 事業の業務

委託等 

業務 

委託 

事業の業 

務委託、 

実施委託 

65,988,880 区受託

事業収

益 

0 

７． 指定正味財産から一般正味財産への振替額 

  指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。 

（単位：円） 

内     訳 金     額 

経常収益への振替額 

基本財産受取利息 4,248,555 

合 計 4,248,555 

８． その他 

  平成２３年４月１日に公益財団法人に移行している。 
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３．附属明細書 

１． 基本財産及び特定資産の明細 

  基本財産及び特定資産については、財務諸表の注記２．基本財産及び特定資産の増減額及び

その残高に記載をしているため、記載を省略する。 

２． 引当金の明細 

  賞与引当金 

（単位：円） 

科 目 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

賞与引当金 24,967,734 30,597,766 24,967,734 30,597,766 

  退職給付引当金 

（単位：円） 

科 目 期首残高 当期増加額 
当期減少額 

期末残高 
目的使用 その他 

退職給付引当金 255,931,873 31,132,762 86,100 286,978,535 
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４．財産目録 （令和2年3月31日現在）

（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額

（流動資産）
現金 手元保管 運転資金として 6,290,227

預貯金 三菱UFJ銀行三軒茶屋支店 運転資金として 232,388,432
三菱UFJ銀行世田谷支店 3,697,284
みずほ銀行世田谷支店 2,496,728
三井住友銀行成城支店 568,384
三井住友銀行自由が丘支店 46,830,218
りそな銀行世田谷支店 13,054
昭和信用金庫本店 89,686
昭和信用金庫三軒茶屋支店 565,924
世田谷信用金庫用賀支店 61,166,419
世田谷信用金庫駒沢支店 1,186,688
世田谷信用金庫烏山支店 21,984,987
世田谷桜丘三郵便局 103,483
東京中央農協千歳支店 7,260,196
世田谷目黒農協本店 2,663,028
ゆうちょ銀行 86,490

未収入金 区受託料、助成金、
チケット収入など

127,226,000

未収消費税等 消費税等還付分 6,005,500

商品 各館ショップ等 ミュージアムショッ
プ等の商品

30,693,987

貯蔵品 手元保管 収入印紙、郵券等 593,874

前払金 翌年度諸経費等 2,181,835

流動資産合計 554,092,424
（固定資産）
基本財産 投資有価証券 静岡県公債 平成22年第9回 200,019,200

静岡県公債 平成25年第4回 146,082,780
東京都公債 第741回 100,000,000
第116回名古屋高速道路債券 108,409,836
第138回名古屋高速道路債券 100,000,000

定期預貯金 東京中央農協千歳支店 120,000,000
昭和信用金庫本店 10,000,000
りそな銀行世田谷支店 10,000,000

普通預金 三菱UFJ銀行世田谷支店 5,488,184

基本財産による果実
を法人全体の管理費
に充てるための財産

貸借対照表科目

基本財産による果実
を法人全体の管理費
に充てるための財産

基本財産による果実
を法人全体の管理費
に充てるための財産
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（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

特定資産 退職給付引当資産 ・有価証券
第325回利付国債 100,208,746
第374回大阪府公募債 10,259,323
・定期預金
東京中央農協千歳支店 70,000,000
世田谷目黒農協本店 20,000,000
昭和信用金庫本店 10,000,000
・普通預金
三菱UFJ銀行三軒茶屋支店 26,237,315
三井住友銀行自由が丘支店 50,273,151

文化芸術充実積立資産 ・定期預金
東京中央農協千歳支店 6,030,000

次世代育成積立資産 ・定期預金
東京中央農協千歳支店 6,030,000

周年事業積立資産 ・定期預金
三井住友銀行自由が丘支店 800,000
世田谷目黒農協本店 3,000,000

その他の
固定資産

建物附属設備 スポットライト、配線設備等 公益目的事業の用に
供している。

25,233,909

器具備品 映像・音響システム、電動車椅
子、展示ケース等

公益目的事業の用に
供している。

34,990,966

リース資産 サーバー、パソコン等一式 主に公益目的事業の
用に供している。

65,325,838

ソフトウェア 財団会計システム、美術館・文
学館収蔵品管理システム等

主に公益目的事業の
用に供している。

22,716,499

敷金・保証金 駐車場保証金 公益目的事業の用に
供している。

60,000

長期前払費用 令和3年度実施事業に係る費用 公益目的事業の用に
供している。

1,819,633

大規模事業等実施積立金 ・定期預金
三菱UFJ銀行世田谷支店 15,000,000
東京中央農協千歳支店 16,500,000

経営安定化積立金 ・定期預金
昭和信用金庫本店 60,000,000
東京中央農協千歳支店 22,550,000
世田谷目黒農協本店 124,900,000
・普通預金
三井住友銀行自由が丘支店 7,550,000

事故対策積立金 ・定期預金
世田谷信用金庫用賀支店 30,000,000
世田谷信用金庫駒沢支店 30,000,000
世田谷信用金庫烏山支店 30,000,000

固定資産合計 1,589,485,380
資産合計 2,143,577,804

特定費用準備資金
（公益目的）として
管理

公益目的事業に充当
する積立資産

職員に対する退職金
の支払いに備えた積
立資産

公益目的事業に充当
する積立資産

公益目的事業に充当
する積立資産

特定費用準備資金
（公益目的）として

特定費用準備資金
（公益目的）として
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（単位：円）
場所・物量等 使用目的等 金額貸借対照表科目

（流動負債）
未払金 今年度事業費等 200,831,097

未払法人税等 1,050,900

未払社会保険料等 7,287,853

チケット払い戻し分 6,798,266

前受金 翌年度事業のチケッ
ト代等

842,600

預り金 源泉所得税、住民
税、社会保険料等

10,182,254

チケット代 9,104,500
受託販売商品の業者
支払い分等

2,905,488

賞与引当金 職員の賞与支払いに
備えた引当金

30,597,766

リース債務 リース会計処理に伴
う負債(1年以内に支
払うもの）

15,504,797

流動負債合計 285,105,521
（固定負債）

退職給付引当金 職員に対する退職金
支払いに備えた引当
金

286,978,535

リース債務 リース会計処理に伴
う負債(1年を超えて
支払うもの)

50,402,666

固定負債合計 337,381,201
負債合計 622,486,722
正味財産 1,521,091,082
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